
2022年度置賜地区高等学校総合体育大会　陸上競技大会 2022年5月7日(土)～8日(日)
決勝一覧表

男子 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
5/7 １００ｍ 後藤　大和　(3) 10.74 紺野　稜真　(3) 10.82 田中　悠椰　(3) 11.01 髙山　登唯　(3) 11.01 鈴木　伶汰　(3) 11.16 高橋　　響　(1) 11.21 髙橋　竜聖　(2) 11.24 橋本 羽陽　(3) 11.24

米沢中央 +3.1 九里学園 +3.1 米沢東 +3.1 九里学園 +3.1 米沢工 +3.1 米沢中央 +3.1 米沢中央 +3.1 九里学園 +3.1 

5/8 ２００ｍ 白畑　健太郎(2) 22.70 後藤　理久　(2) 23.08 齋藤　　葵　(1) 23.47 白畑　　煌　(3) 23.54 近野　辰哉　(3) 23.92 橋本 羽陽　(3) 24.08 斎藤　遼真　(3) 25.79
米沢中央 -4.6 九里学園 -4.6 米沢中央 -4.6 米沢中央 -4.6 米沢工 -4.6 九里学園 -4.6 米沢興譲館 -4.6 

5/7 ４００ｍ 白畑　健太郎(2) 48.60 土屋　諒馬　(3) 51.40 深瀬　剛史　(1) 52.13 齋藤　楓雅　(2) 53.00 平井　彗叶　(1) 53.72 青木　咲弥　(3) 54.22 菊地　聖也　(3) 55.40 河井　武玄　(1) 55.86
米沢中央 九里学園 米沢中央 九里学園 南陽 米沢中央 九里学園 長井

5/8 ８００ｍ 土屋　諒馬　(3)  2:02.89 齋藤　楓雅　(2)  2:03.39 髙橋　陽飛　(3)  2:05.93 大木　和実　(3)  2:09.25 田村　玲音　(2)  2:11.68 斎藤　瑠都　(1)  2:11.94 小池　　柊　(3)  2:12.45 菅野　倖成　(2)  2:16.57
九里学園 九里学園 九里学園 米沢興譲館 米沢興譲館 米沢中央 米沢東 置賜農

5/7 １５００ｍ 松岡　一星　(2)  4:04.57 渡部　広大　(3)  4:04.83 佐藤　永都　(3)  4:08.43 井上　寛太　(3)  4:17.14 鈴木　悠斗　(3)  4:18.15 小形　侑斗　(3)  4:31.67 田村　玲音　(2)  4:35.08 斎藤　瑠都　(1)  4:38.80
九里学園 九里学園 九里学園 米沢興譲館 米沢興譲館 米沢工 米沢興譲館 米沢中央

5/8 ５０００ｍ 松岡　一星　(2) 15:30.64 渡部　広大　(3) 16:15.08 鈴木　悠斗　(3) 16:45.11 安達　理人　(2) 17:04.61 髙橋　大夢　(3) 17:14.87 和田　歩大　(1) 17:29.88 小形　侑斗　(3) 17:54.23 遠藤　奏詩　(3) 18:16.44
九里学園 九里学園 米沢興譲館 米沢興譲館 九里学園 米沢興譲館 米沢工 米沢東

5/7 １１０ｍＨ 紺野　稜真　(3) 14.90 後藤　理久　(2) 15.46 伊藤　舞音　(1) 18.27 武田　優都　(2) 18.55
(1.067m) 九里学園 -1.8 NGR 九里学園 -1.8 九里学園 -1.8 米沢工 -1.8 

5/8 ４００ｍＨ 紺野　稜真　(3) 53.58 後藤　理久　(2) 57.01 齋藤　礼於　(1)  1:00.87 武田　優都　(2)  1:03.32 伊藤　舞音　(1)  1:04.00 山口　耕平　(2)  1:04.06 遠藤　陽斗　(3)  1:07.44 佐藤　琉唯　(2)  1:10.80
(0.914m) 九里学園 九里学園 米沢中央 米沢工 九里学園 米沢中央 米沢中央 米沢工

5/7 ３０００ｍＳＣ 佐藤　永都　(3) 10:09.41 伊藤　哲平　(2) 10:33.65 横田　穏紀　(2) 10:36.06 安達　理人　(2) 11:10.85 佐藤　圭悟　(3) 12:02.39 佐藤　　龍　(1) 12:45.63
(914mm) 九里学園 九里学園 九里学園 米沢興譲館 米沢興譲館 米沢興譲館

5/7 ５０００ｍＷ 小浅　陽佳　(3) 22:21.34 飯澤　雅人　(3) 23:56.74 宮﨑　綜真　(3) 24:07.63 小野　陽平　(2) 27:41.29 佐藤　拓未　(2) 30:53.83
九里学園 NGR 九里学園 九里学高 米沢興譲館 米沢興譲館

5/7 ４×１００ｍ 九里学園 42.97 米沢中央 43.83 長井 45.98 米沢工 46.44 高畠 46.52 米沢東 46.63 米沢興譲館 47.29
  橋本 羽陽　(3)   白畑　　煌　(3)   色摩　修平　(1)   菅井　　翼　(3)   大浦　晟太郎(3)   渡部　真木人(3)   斎藤　遼真　(3)
  髙山　登唯　(3)   髙橋　竜聖　(2)   河井　武玄　(1)   我妻　勇真　(3)   髙橋　遼太　(2)   田中　悠椰　(3)   我妻　凱陽　(2)
  後藤　理久　(2)   齋藤　　葵　(1)   鈴木　洸紀　(2)   近野　辰哉　(3)   高橋　和希　(3)   須嵜　祥太　(3)   佐藤　優志　(2)
  紺野　稜真　(3)   髙橋　太輝　(2)   二瓶　佑理　(3)   手塚　叶翔　(3)   佐藤　　漣　(2)   黒田　勇斗　(3)   金子　隆太郎(2)

5/8 ４×４００ｍ 九里学園  3:20.90 米沢中央  3:30.24 米沢興譲館  3:44.85 米沢東  3:55.62 米沢工  3:57.87 長井  4:02.74
  後藤　理久　(2)   山口　耕平　(2)   我妻　凱陽　(2)   須嵜　祥太　(3)   武田　優都　(2)   河井　武玄　(1)
  土屋　諒馬　(3)   殿岡　稟太郎(2)   加藤　碧人　(1)   後藤　寛登　(1)   塩川　真翔　(3)   鈴木　洸紀　(2)
  髙山　登唯　(3)   髙橋　竜聖　(2)   金子　隆太郎(2)   遠藤　奏詩　(3)   近野　辰哉　(3)   相原　　陸　(1)
  紺野　稜真　(3)   深瀬　剛史　(1)   大木　和実　(3)   黒田　勇斗　(3)   菅井　　翼　(3)   渋谷　　睦　(1)

5/7 走高跳 笹原　光稀　(1) 1m90 齋藤　希龍　(3) 1m75 須嵜　祥太　(3) 1m70 福永　颯太　(3) 1m70 西長　嵩良　(3) 1m55
米沢中央 米沢中央 米沢東 九里学園 米沢中央

5/7 走幅跳 殿岡　稟太郎(2) 6m49 髙山　登唯　(3) 6m36 佐藤　希良　(3) 6m17 後藤　悠太　(2) 5m97 中川　志乃　(1) 5m92 嶋田　　昊　(1) 5m91 新宮　凜久　(2) 5m62 二瓶　佑理　(3) 5m52
米沢中央 -1.1 九里学園 -0.9 九里学園 +1.6 米沢工 -0.2 九里学園 +2.8 米沢中央 +1.1 米沢中央 -1.9 長井 +1.2 

5/8 三段跳 髙山　登唯　(3) 13m24 殿岡　稟太郎(2) 12m98 佐藤　希良　(3) 12m64 金子　隆太郎(2) 12m35 髙橋　夕青　(3) 12m12 髙橋　新大　(3) 12m01 新宮　凜久　(2) 11m94
九里学園 +2.3 米沢中央 -0.8 九里学園 +2.2 米沢興譲館 +1.6 九里学園 +2.0 米沢工 +1.4 米沢中央 +2.4 

5/7 砲丸投 齊藤　唯斗　(3)  13m78 草名木　悠人(1)  11m45 影山　煌空　(2)  10m36 佐藤　　匠　(2)  10m31 後藤　冬希　(2)   9m78 大浦　健太郎(3)   9m45 伊藤　巧太　(2)   8m39 佐藤　康太　(3)   8m18
(6.000kg) 米沢中央 米沢中央 九里学園 米沢工 米沢工高 米沢工 九里学園 米沢中央

5/7 円盤投 齊藤　唯斗　(3)  39m37 影山　煌空　(2)  32m14 伊藤　巧太　(2)  29m74 草名木　悠人(1)  29m61 髙橋　　蓮　(3)  26m11 佐藤　　匠　(2)  25m81 大浦　健太郎(3)  25m19 佐藤　　拓　(3)  19m95
(1.750kg) 米沢中央 九里学園 九里学園 米沢中央 米沢中央 米沢工 米沢工 米沢工

5/8 ハンマー投 影山　煌空　(2)  45m54 髙橋　　蓮　(3)  41m01 伊藤　巧太　(2)  26m71 齊藤　唯斗　(3)  25m65
(6.000kg) 九里学園 米沢中央 九里学園 米沢中央

5/8 やり投 福永　颯太　(3)  43m57 佐藤　康太　(3)  43m48 淀野　海翔　(3)  40m58 手塚　叶翔　(3)  33m49 丸山　蒼生　(3)  32m52 塩川　真翔　(3)  31m80 髙橋　太輝　(2)  28m38 沖田　　蓮　(1)  27m05
(0.800kg) 九里学園 米沢中央 置賜農 米沢工 高畠 米沢工 米沢中央高 九里学園

凡例（NGR:大会新記録）



2022年度置賜地区高等学校総合体育大会　陸上競技大会 2022年5月7日(土)～8日(日)
決勝一覧表

女子 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
5/7 １００ｍ 佐藤　真紅　(2) 12.81 笹川　愛琉　(3) 12.86 横山　結衣　(1) 13.01 前田　実咲　(1) 13.04 五十嵐　琉星(1) 13.23 竹田　有里　(2) 13.33 佐藤  有　(1) 13.41 原田　結衣　(3) 14.03

九里学園 +4.3 米沢中央 +4.3 米沢中央 +4.3 米沢興譲館 +4.3 九里学園 +4.3 南陽 +4.3 九里学園 +4.3 長井 +4.3 

5/8 ２００ｍ 笹川　愛琉　(3) 27.90 佐藤　真紅　(2) 27.94 横山　結衣　(1) 28.15 近野　悠楽　(2) 28.30 五十嵐　琉星(1) 28.42 佐藤  有　(1) 28.61
米沢中央 -2.8 九里学園 -2.8 米沢中央 -2.8 米沢中央 -2.8 九里学園 -2.8 九里学園 -2.8 

5/7 ４００ｍ 近野　悠楽　(2)  1:00.00 加藤　　結　(3)  1:01.08 菅野　柚季　(1)  1:02.06 髙橋　美朋　(3)  1:03.24 五十嵐　雅華(2)  1:05.45 伊藤　みつき(3)  1:07.97 菅原　紗希　(1)  1:09.11
米沢中央 米沢中央 九里学園 九里学園 米沢中央 米沢興譲館 長井

5/8 ８００ｍ 加藤　　結　(3)  2:25.32 菅野　柚季　(1)  2:28.02 平　ひより　(3)  2:35.21 鈴木　夢優　(2)  2:36.12 木村　苺香　(1)  2:47.19 紺野　日芽梨(1)  2:49.70 菊地　優里　(3)  2:53.21 竹田　天心　(2)  2:56.46
米沢中央 九里学園 米沢興譲館 米沢中央 米沢東 南陽 米沢東 南陽

5/7 １５００ｍ 菅野　愛夏　(3)  4:39.46 舩山　明莉　(3)  4:57.24 平　ひより　(3)  5:13.62 鈴木　夢優　(2)  5:28.87 安藤　結香　(2)  5:34.92 孫田　和奏　(1)  5:41.07 紺野　日芽梨(1)  5:43.27 菊地　優里　(3)  5:45.79
九里学園 米沢興譲館 米沢興譲館 米沢中央 米沢興譲館 長井 南陽 米沢東

5/8 ３０００ｍ 菅野　愛夏　(3) 10:16.66 舩山　明莉　(3) 10:39.80 吉田　陽乃　(3) 11:00.41 金田　七海　(3) 12:22.80 孫田　和奏　(1) 12:24.25 小玉　萌美　(2) 12:40.00
九里学園 米沢興譲館 米沢興譲館 米沢中央 長井 米沢興譲館

5/7 １００ｍＨ 髙橋　美朋　(3) 15.60 齋藤　姫奈　(2) 15.74 坂尾　幸希　(3) 20.52 渡部　綾弓　(2) 20.91 髙橋　向日葵(2) 21.98
(0.840m) 九里学園 -0.4 九里学園 -0.4 米沢東 -0.4 長井 -0.4 九里学園 -0.4 

5/8 ４００ｍＨ 髙橋　美朋　(3)  1:07.74 大木　真緒　(3)  1:15.46 菅原　紗希　(1)  1:15.51 平　　紫月　(1)  1:19.18 穴沢　咲裕　(3)  1:19.56 髙橋　向日葵(2)  1:25.62
(0.762m) 九里学園 長井 長井 九里学園 米沢中央 九里学園

5/7 ５０００ｍＷ 中村　咲楽　(3) 29:08.90
九里学園

5/7 ４×１００ｍ 九里学園 51.22 米沢中央 51.51 長井 53.88 米沢興譲館 54.13 南陽 55.09 米沢東 57.02
  五十嵐　琉星(1)   笹川　愛琉　(3)   原田　結衣　(3)   前田　実咲　(1)   竹田　　悠　(3)   髙橋　愛梨　(1)
  佐藤　真紅　(2)   横山　結衣　(1)   五十嵐　陽香(3)   伊藤　みつき(3)   髙橋　こころ(2)   鈴木　美羽　(1)
  佐藤  有　(1)   近野　悠楽　(2)   大木　真緒　(3)   中川　綾菜　(3)   竹田　天心　(2)   情野　真衣　(3)
  齋藤　姫奈　(2)   五十嵐　雅華(2)   難波　俐音　(2)   千葉　美優　(1)   竹田　有里　(2)   木村　苺香　(1)

5/8 ４×４００ｍ 米沢中央  4:07.63 九里学園  4:11.87 米沢興譲館  4:34.47 長井  4:41.64
  笹川　愛琉　(3)   佐藤　真紅　(2)   伊藤　みつき(3)   大木　真緒　(3)
  加藤　　結　(3)   菅野　柚季　(1)   平　ひより　(3)   五十嵐　陽香(3)
  五十嵐　雅華(2)   髙橋　美朋　(3)   前田　実咲　(1)   森　　　梓　(2)
  近野　悠楽　(2)   齋藤　姫奈　(2)   千葉　美優　(1)   菅原　紗希　(1)

5/7 走高跳 宇津木　楓果(3) 1m50 中川　愛未　(3) 1m40 大木　優花　(3) 1m40 難波　俐音　(2) 1m35 松田　希来莉(2) 1m35
九里学園 米沢中央 米沢工 長井 九里学園

澤　　悦菜　(1)
米沢興譲館

5/7 走幅跳 田中　美優　(3) 5m05 千葉　美優　(1) 4m91 大木　真緒　(3) 4m61 難波　俐音　(2) 4m47 齋藤　唯衣　(2) 4m46 中川　穂俐　(3) 4m44 岡　　結生　(1) 4m44 原田　結衣　(3) 4m29
九里学園 +0.0 米沢興譲館 +1.0 長井 +2.1 長井 +1.4 米沢東 +1.4 米沢商 +1.6 九里学園 +0.7 長井 +1.1 

5/8 三段跳 田中　美優　(3) 11m12 中川　綾菜　(3) 10m03 中川　穂俐　(3) 9m85 千葉　美優　(1) 9m69 髙橋　こころ(2) 9m59 原田　結衣　(3) 9m52 岡　　結生　(1) 8m98 穴沢　咲裕　(3) 8m77
九里学園 +2.6 米沢興譲館 +1.5 米沢商 +0.7 米沢興譲館 +2.5 南陽 +4.6 長井 +4.4 九里学園 +3.6 米沢中央 +0.9 

5/7 砲丸投 髙橋　礼宝　(3)   8m45 大類　望愛　(2)   7m87 五十嵐　亜美(1)   7m71 神保　志保　(1)   7m50 穴沢　咲良　(1)   7m41 舟越　美咲　(2)   6m61 竹田　有里　(2)   6m52
(4.000kg) 米沢東 米沢中央 九里学園 米沢中央 米沢中央 置賜農 南陽

5/7 円盤投 神保　志保　(1)  25m25 大類　望愛　(2)  22m45 五十嵐　亜美(1)  21m36 安部　　尋　(3)  19m28
(1.000kg) 米沢中央 米沢中央 九里学園 置賜農

5/8 やり投 齋藤　姫奈　(2)  33m25 安部　　尋　(3)  30m04 森　　　梓　(2)  21m97 大類　望愛　(2)  21m76 舟越　美咲　(2)  20m04 髙橋　礼宝　(3)  18m53
(0.600kg) 九里学園 置賜農 長井 米沢中央 置賜農 米沢東

5/8 ハンマー投 五十嵐　亜美(1)  18m01 神保　志保　(1)  17m54 穴沢　咲良　(1)  15m47
(4.000kg) 九里学園 米沢中央 米沢中央

凡例（NGR:大会新記録）


