
期　　　日　 6/20～6/21 決勝(トラック・フィールド)記録表(男) 審判長

陸　協　名 米沢 競技会名 平成
ヘイセイ

27年度
ネンド

米沢市
ヨネザワシ

中学校
チュウガッコウ

総合
ソウゴウ

体育
タイイク

大会
タイカイ

陸上
リクジョウ

競技
キョウギ

大会 記録主任

主催団体名　 米沢市陸上競技協会 競技場名　米沢市営陸上競技場

期日 種目

1年１００ｍ 須賀　龍稀　１ 松田　夢大　１ 加藤航太朗　１ 佐竹　智弘　１ 五十嵐　翔　１ 横山　翔太　１ 小瀧　将悟　１ 遠藤　漱也　１

(+2.1) 12”50 13”08 13”25 13”49 13”79 14”08 14”31 14”59

２年１００ｍ 安部稜太朗　２ 髙橋　　翔　２ 山本　陽太　２ 若井　夢斗　２ 松浦　翔馬　２ 近野　陽大　２ 島扇　陸生　２ 我妻　　智　２

(-1.4) 12”44 12”46 13”17 13”31 13”46 13”62 13”85 13”97

３年１００ｍ 佐藤　一成　３ 太田　祐介　３ 柏倉　拓斗　３ 渡部　羅冴　３ 鈴木　達也　３ 信夫　龍成　３ 我妻　　燎　３ 船山　裕貴　３

(+0.0) 11”67 11”75 11”83 12”14 12”15 12”22 12”35 12”55

２００ｍ 佐藤　一成　３ 佐竹弘太朗　３ 柏倉　拓斗　３ 太田　祐介　３ 我妻　　燎　３ 須賀　龍稀　１ 安部稜太朗　２ 小関　寛斗　２

(+2.0) 23”83 23”99 24”30 24”49 25”24 25”89 25”91 26”53

山木　拳叶　３ 佐竹弘太朗　３ 明間　大晟　３ 小関　寛斗　２ 今井　　怜　３ 伊藤　賢太　３ 寺嶋　悠河　２

54”89 55”29 55”40 57”65 59”09 1’01”68 1’02”19

小嶋　勇樹　３ 平　　真碧　３ 田島　洸樹　２ 小池　悠以　１ 今野　大河　１ 伊藤　賢太　３ 伊藤　一真　１ 小澤　賢登　３

2’08”52 2’13”51 2’19”03 2’30”60 2’30”82 2’31”69 2’34”70 2’36”93

小池　悠以　１ 舟山　大陸　１ 今野　大河　１ 佐藤　宙夢　１ 舩山　雄太　１ 今井　明人　１ 伊藤　一真　１ 今田　元貴　１

4’54”30 4’55”64 5’01”63 5’15”74 5’17”83 5’27”95 5’28”35 5’33”78

遠藤　　龍　３ 小嶋　勇樹　３ 菊地　　哲　２ 情野　　琳　３ 遠山　龍浩　３ 佐藤　毅治　２ 玉虫　海音　３ 横山　泰河　３

4’24”11 4’24”53 4’27”68 4’29”26 4’29”28 4’35”41 4’36”64 4’37”41

遠藤　　龍　３ 玉虫　海音　３ 菊地　　哲　２ 横山　泰河　３ 佐藤　毅治　２ 情野　　琳　３ 桐澤　琢真　３ 遠山　龍浩　３

9’44”73 9’48”35 9’56”36 9’58”87 10’00”18 10’03”74 10’13”37 10’17”66

１１０ｍH 信夫　龍成　３

(+2.8) 20”68

米沢第五中 50”95 米沢第四中 53”46

加藤航太朗　１ 小瀧　将悟　１

菊地　　哲　２ 島扇　陸生　２

小関　寛斗　２ 伊藤　一真　１

大場　滉介　１ 近野　陽大　２

米沢第三中 46”09 米沢第四中 47”32 米沢第五中 47”74 米沢第六中 48”07 米沢第一中 48”62

明間　大晟　３ 山木　拳叶　３ 今井　　怜　３ 遠藤　漱也　１ 船山　裕貴　３

太田　祐介　３ 鈴木　達也　３ 白畑　流石　３ 佐藤　一成　３ 髙橋　　翔　２

安部　颯斗　３ 星野　聖人　３ 横山　泰河　３ 柏倉　拓斗　３ 松浦　翔馬　２

渡部　羅冴　３ 我妻　　燎　３ 佐竹弘太朗　３ 須賀　龍稀　１ 山本　陽太　２

安部　颯斗　３ 髙橋　　翔　２ 藤倉　省伍　３ 明間　大晟　３ 木村　龍平　３ 加藤　大輝　２ 齋藤　　伸　２ 松田　夢大　１

5m98 (+1.2) 5m58 (+0.3) 5m33 (+0.1) 5m07 (+0.3) 4m77 (+1.3) 4m55 (+0.0) 4m49 (+0.9) 4m47 (+0.0)

加藤　大輝　２

1m40

齋藤　　伸　２ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1m70                   

渡部　彪牙　３ 五十嵐涼太　３ 星野　聖人　３ 今井　　怜　３

7m72 7m50 6m76 6m46

米沢第二中
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期　　　日　 6/20～6/21 決勝(トラック・フィールド)記録表(女) 審判長

陸　協　名 米沢 競技会名 平成27年度米沢市中学校総合体育大会陸上競技大会
ヘイセイ２７ネンドヨネザワシチュウガッコウソウゴウタイイクタイカイリクジョウキョウギタイカイ

記録主任

主催団体名　 米沢市陸上競技協会 競技場名　米沢市営陸上競技場

期日 種目

1年１００ｍ 中沢　来那　１ 御供佑佳里　１ 島貫　百瑛　１ 原田　真白　１ 大友茉奈美　１ 渡部　結子　１ 蒔苗　彩奈　１ 髙橋　美麗　１

(+5.0) 13”94 14”15 14”40 14”40 14”51 14”52 14”78 14”90

２年１００ｍ 井上美羽奈　２ 高橋愛実香　２ 佐藤　知納　２ 横山　愛莉　２ 石澤　綾音　２ 佐藤あゆな　２ 渡邉　琴巳　２ 情野　未悠　２

(-1.9) 14”07 14”26 14”32 14”50 14”52 14”54 14”65 14”67

３年１００ｍ 海野　歩美　３ 山口　朱音　３ 佐藤　羽菜　３ 石川　麗美　３ 遠藤　未来　３ 渡邊　若菜　３ 髙橋　和楓　３ 谷口陽奈子　３

(+1.8) 13”17 13”38 13”45 13”82 14”56 14”93 15”02 16”09

２００ｍ 山口　朱音　３ 佐藤　羽菜　３ 石川　麗美　３ 高橋愛実香　２ 原田　真白　１ 渡邉　琴巳　２ 安部　優歩　２ 熊澤　里菜　３

(+3.8) 27”26 27”38 28”20 28”96 29”00 29”51 29”77 29”89

長沼　明音　３ 情野　　櫻　３ 玉虫　　凜　１ 渡邉　　萌　２ 仁科　光織　１ 辻　　小波　２

2’17”62 2’32”15 2’33”36 2’45”99 2’56”59 2’58”89

玉虫　　凜　１ 石川ひかる　１ 伊藤　愛可　１ 仁科　光織　１ 小笠原　唯　１

5’14”60 5’37”14 5’40”96 5’48”62 5’55”08

長沼　明音　３ 黒田　愛奈　２ 情野　　櫻　３ 渡邉　　萌　２ 梅津　瑠佳　２

4’51”04 5’13”11 5’18”89 5’34”52 5’48”12

１００ｍH 酒井　観月　３ 横山　愛莉　２ 髙橋　夢華　１ 佐藤　知納　２ 神尾　凪沙　２

(+1.7) 15”40 16”11 16”59 18”91 20”52

米沢第五中 56”78 米沢第四中 58”92

島貫　百瑛　１ 佐藤あゆな　２

佐藤　佑香　２ 伊藤　美耶　１

桑原　彩妃　２ 和賀　柊花　２

中沢　来那　１ 大友茉奈美　１

米沢第三中 54”10 米沢第五中 54”27 米沢第四中 55”73

情野　　櫻　３ 熊澤　里菜　３ 御供佑佳里　１

佐藤　羽菜　３ 山口　朱音　３ 石澤　綾音　２

横山　愛莉　２ 渡邉　琴巳　２ 伊藤　愛可　１

原田　真白　１ 情野　未悠　２ 海野　歩美　３

酒井　観月　３ 髙橋　夢華　１ 井上美羽奈　２ 安部　優歩　２ 渡邊　若菜　３ 伊藤　芽衣　３ 神尾　凪沙　２ 和賀　柊花　２

5m37 (-0.7) 4m36 (+0.4) 4m34 (+1.0) 4m15 (+1.9) 3m99 (+1.1) 3m72 (+0.6) 3m67 (-1.4) 3m47 (+1.4)

情野ひなた　２ 石澤　綾音　２

1m42 1m20

岡崎　日和　３ 佐藤あゆな　２ 伊藤　芽衣　３ 伊藤　美耶　１ 佐藤　佑香　２

8m07 7m07 6m26 4m88 4m88

情野ひなた　２ 米沢第二中 梅津　瑠佳　２ 米沢第五中

1565点 1037点

１００ｍH 248点 １００ｍH 134点

20”69 (-1.7) 22”39 (-1.7)

走高跳 491点 走高跳 266点

1m38 1m15

砲丸投 292点 砲丸投 212点

6m32 5m06

２００ｍ 534点 ２００ｍ 425点

29”28 (+2.5) 30”84 (+2.5)
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米沢第五中
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米沢第三中 米沢第二中 米沢第五中

米沢南原中 米沢第三中 米沢第四中6/20 米沢第二中 米沢第七中

6/21 米沢第五中 米沢第三中

6/20 米沢第四中 米沢第五中

米沢第二中 米沢第七中 米沢第三中

米沢第五中米沢第二中 米沢第三中 米沢第一中

米沢第二中 米沢第五中

米沢第五中 米沢第一中 米沢第四中

米沢第五中

米沢第五中

6/20 ２・３年1500m

6/21 ８００ｍ 米沢第四中 米沢第三中

米沢第五中

米沢第四中

米沢南原中 米沢第三中

米沢第四中 米沢第四中

米沢第五中
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6/20 走幅跳
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