
平成30年度　米沢市中学校総合体育大会　陸上競技 2018年6月16日(土)～17日(日)

兼　第58回山形県中学校総合体育大会　陸上競技　米沢市予選会 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
男子1年 6/16 １００ｍ 髙橋　　陸　(1) 13.23 梅津　陽向　(1) 13.42 菅井　　陽　(1) 13.70 佐藤　優志　(1) 13.71 新宮　凜久　(1) 14.05 後藤　悠太　(1) 14.68 鈴木　曖斗　(1) 14.76 新野　　護　(1) 16.07

米沢第四 +3.0 米沢第一 +3.0 米沢第二 +3.0 米沢第五 +3.0 米沢第五 +3.0 米沢第五 +3.0 米沢第三 +3.0 米沢第二 +3.0 
男子2年 6/16 １００ｍ 白鳥　伸樹　(2) 12.03 羽角　翔空　(2) 12.21 田中　悠椰　(2) 12.41 遠藤　陽斗　(2) 12.60 白畑　　煌　(2) 12.63 須嵜　祥太　(2) 12.96 福永　颯太　(2) 13.19 髙橋　涼太　(2) 13.20

米沢第三 +3.1 米沢第四 +3.1 米沢第四 +3.1 米沢第七 +3.1 米沢第五 +3.1 米沢第四 +3.1 米沢第三 +3.1 米沢第五 +3.1 
男子3年 6/16 １００ｍ 駒村　悠太　(3) 11.40 渡部　一貴　(3) 11.50 我妻　峻典　(3) 11.78 寒河江正和　(3) 12.02 大島　諒士　(3) 12.10 横山　翔太　(3) 12.11 關　　開誠　(3) 12.22 佐藤　駿介　(3) 12.25

米沢第三 +2.6 米沢第二 +2.6 米沢第五 +2.6 米沢第四 +2.6 米沢第四 +2.6 米沢第五 +2.6 米沢第四 +2.6 米沢第三 +2.6 
男子 6/17 ２００ｍ 渡部　一貴　(3) 24.27 我妻　峻典　(3) 24.87 横山　翔太　(3) 25.20 遠藤　陽斗　(2) 25.75 白鳥　伸樹　(2) 26.26 井上　　颯　(3) 26.32 奥山　　蓮　(2) 27.00 綱島　匠海　(3) 27.34

米沢第二 +1.2 米沢第五 +1.2 米沢第五 +1.2 米沢第七 +1.2 米沢第三 +1.2 米沢第三 +1.2 米沢第三 +1.2 米沢第四 +1.2 
男子 6/16 ４００ｍ 皆川　泰毅　(3) 55.82 髙橋　拓夢　(3) 59.89 奥山　　蓮　(2)  1:00.28 佐藤　　信　(3)  1:00.99 井上　　颯　(3)  1:01.08 菅井　　翼　(2)  1:04.02 儁侃　滉晟　(2)  1:04.62

米沢第五 米沢第七 米沢第三 米沢第五 米沢第三 米沢第五 米沢第三

男子 6/17 ８００ｍ 鈴木　　蓮　(3)  2:17.54 佐藤　　信　(3)  2:24.90 儁侃　滉晟　(2)  2:25.15 塩川　真翔　(2)  2:42.63 髙橋　和逢　(1)  2:43.13
米沢第三 米沢第五 米沢第三 米沢第五 米沢第五

男子1年 6/16 １５００ｍ 伊藤　健吾　(1)  4:56.00 田村　玲音　(1)  5:14.66 星野　大智　(1)  5:31.87 髙橋　和逢　(1)  5:33.44 平山　優生　(1)  6:20.74
米沢第六 米沢第四 米沢第一 米沢第五 米沢第一

男子2･3年 6/16 １５００ｍ 鈴木　　蓮　(3)  4:42.71 佐藤　圭悟　(2)  5:04.32 加賀　陽翔　(2)  5:15.55 伊藤　大輝　(3)  5:15.88 塩川　真翔　(2)  5:31.67 小林　鉄兵　(2)  5:42.55 宮﨑　綜真　(2)  5:44.53
米沢第三 南原 米沢第三 米沢第七 米沢第五 米沢第五 米沢第四

男子 6/17 ３０００ｍ 白田　星斗　(2) 10:34.64 田村　玲音　(1) 10:43.07 佐藤　圭悟　(2) 11:00.87 小林　鉄兵　(2) 11:08.83 伊藤　大輝　(3) 11:12.78 加賀　陽翔　(2) 11:14.78 星野　大智　(1) 11:26.31 宮﨑　綜真　(2) 11:44.02
米沢第四 米沢第四 南原 米沢第五 米沢第七 米沢第三 米沢第一 米沢第四

男子 6/17 １１０ｍＨ 髙橋　鷹駿　(2) 18.33 峯田　大空　(3) 18.50
(0.914m) 米沢第三 +1.0 米沢第三 +1.0 

男子 6/16 走高跳 須嵜　祥太　(2) 1m50
米沢第四

男子 6/17 走幅跳 駒村　悠太　(3) 6m29 皆川　泰毅　(3) 5m81 佐藤　駿介　(3) 5m40 加藤　風芽　(1) 5m09 菅井　　陽　(1) 4m13 伊藤　　翔　(1) 4m12 鈴木　伶太　(2) 4m02 金子　朋暉　(1) 3m50
米沢第三 +1.1 NGR 米沢第五 +2.1 米沢第三 +0.1 米沢第五 +1.8 米沢第二 +2.8 米沢第五 +1.6 米沢第三 +0.5 米沢第四 -0.0 

男子 6/17 砲丸投 關　　開誠　(3)  10m34 佐藤　英哉　(3)   6m42
(5.000kg) 米沢第四 NGR 米沢第五

男子 6/16 四種競技 髙橋　拓夢　(3)  1156 髙橋　鷹駿　(2)  1149 福永　颯太　(2)  1122
6/17 米沢第七 米沢第三 米沢第三

21.55/+1.4-6m35-1m30-1:00.39 18.61/+1.4-5m32-1m40-1:09.13 20.91/+1.4-6m36-1m40-1:05.18

男子低学年 6/17 ４×１００ｍ 米沢第四 51.49 米沢第五 52.75
  髙橋　　陸　(1)   菅井　　翼　(2)
  羽角　翔空　(2)   加藤　風芽　(1)
  田村　玲音　(1)   佐藤　優志　(1)
  須嵜　祥太　(2)   髙橋　涼太　(2)

男子 6/17 ４×１００ｍ 米沢第三 46.51 米沢第四 46.80 米沢第二 56.77
  井上　　颯　(3)   田中　悠椰　(2)   片山　優也　(2)
  駒村　悠太　(3)   關　　開誠　(3)   新野　　護　(1)
  佐藤　駿介　(3)   寒河江正和　(3)   菅井　　陽　(1)
  白鳥　伸樹　(2)   大島　諒士　(3)   渡部　一貴　(3)

110mH-砲丸投-走高跳-400m

凡例（NGR:大会新記録/ *C1:追風参考(得点参考記録)）



平成30年度　米沢市中学校総合体育大会　陸上競技 2018年6月16日(土)～17日(日)

兼　第58回山形県中学校総合体育大会　陸上競技　米沢市予選会 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
女子1年 6/16 １００ｍ 舟越　美咲　(1) 14.08 髙橋　　楓　(1) 14.26 五十嵐雅華　(1) 14.44 近野　悠楽　(1) 14.59 齋藤　　凛　(1) 14.68 坂野　心美　(1) 15.01 田中さくら　(1) 15.02 松田　瑞姫　(1) 15.26

米沢第二 +2.0 米沢第三 +2.0 米沢第七 +2.0 米沢第二 +2.0 米沢第一 +2.0 米沢第七 +2.0 米沢第四 +2.0 米沢第一 +2.0 
女子2年 6/16 １００ｍ 高橋いのり　(2) 13.19 遠山　美咲　(2) 13.25 加藤瑛実子　(2) 13.78 田中　美優　(2) 13.91 金子　瑠花　(2) 14.04 大木　優花　(2) 14.07 鈴木　理沙　(2) 14.17 遠藤　なお　(2) 14.55

米沢第五 +3.2 米沢第四 +3.2 米沢第五 +3.2 米沢第四 +3.2 米沢第五 +3.2 米沢第四 +3.2 米沢第二 +3.2 米沢第一 +3.2 
女子3年 6/16 １００ｍ 髙橋　美羽　(3) 13.02 渡部　知優　(3) 13.16 五十嵐　彩　(3) 13.55 相良　梨花　(3) 13.59 伊藤　静紅　(3) 13.98 渡辺　季香　(3) 14.15 片平　優月　(3) 14.54 小関　友結　(3) 14.62

米沢第三 +3.1 米沢第二 +3.1 米沢第四 +3.1 米沢第四 +3.1 米沢第三 +3.1 米沢第二 +3.1 米沢第一 +3.1 米沢第五 +3.1 
女子 6/17 ２００ｍ 髙橋　美羽　(3) 27.68 高橋いのり　(2) 27.83 渡部　知優　(3) 28.59 髙橋　梨心　(3) 28.85 皆川　真緒　(3) 29.36 渡辺　季香　(3) 29.95 田中　美優　(2) 29.97 五十嵐雅華　(1) 30.36

米沢第三 +1.2 米沢第五 +1.2 米沢第二 +1.2 米沢第三 +1.2 米沢第五 +1.2 米沢第二 +1.2 米沢第四 +1.2 米沢第七 +1.2 
女子 6/17 ８００ｍ 加藤　　結　(2)  2:28.34 舩山　明莉　(2)  2:31.29 遠藤　恋羽　(1)  2:41.43 太田　聖美　(2)  2:43.58 伊藤　そら　(1)  2:47.38 若月　萌夏　(1)  2:48.24 菊地　優里　(2)  2:48.68 斎藤　桃花　(2)  2:54.07

米沢第六 米沢第六 米沢第七 米沢第五 米沢第七 米沢第二 米沢第五 米沢第一

女子1年 6/16 １５００ｍ 安藤　結香　(1)  5:21.37 伊藤　そら　(1)  5:26.64 遠藤　恋羽　(1)  5:38.11 若月　萌夏　(1)  6:02.05 村田　美咲　(1)  6:30.11 西方　　絆　(1)  7:02.36
米沢第一 米沢第七 米沢第七 米沢第二 米沢第四 米沢第五

女子2･3年 6/16 １５００ｍ 舩山　明莉　(2)  5:09.97 加藤　　結　(2)  5:32.86 太田　聖美　(2)  5:40.31 菊地　優里　(2)  5:40.73 鈴木　海波　(2)  5:58.57 油井香菜美　(2)  6:04.52 嘉規　円花　(3)  6:05.05 清水　珠杏　(2)  6:12.15
米沢第六 米沢第六 米沢第五 米沢第五 米沢第一 米沢第一 米沢第四 米沢第一

女子 6/17 １００ｍＨ 完戸遥々花　(3) 16.02 横山　文香　(3) 16.63 草苅　アキ　(3) 19.23 坂尾　幸希　(2) 20.27 發田　美華　(1) 20.51 漆山　　結　(2) 21.21 寒河江理名　(1) 23.13
(0.762m) 米沢第三 +2.0 米沢第三 +2.0 米沢第五 +2.0 米沢第二 +2.0 米沢第七 +2.0 米沢第一 +2.0 米沢第四 +2.0 

女子 6/17 走高跳 渡部　真夏　(3) 1m50 加藤　咲希　(3) 1m30 大木　優花　(2) 1m25 井上　　紅　(3) 1m20 小川　綺楽　(3) 1m15
米沢第四 米沢第四 米沢第四 米沢第三 米沢第一

伊藤　静紅　(3)
米沢第三

女子 6/16 走幅跳 髙橋　梨心　(3) 4m78 中川　穂俐　(2) 4m33 色摩　美来　(3) 4m25 鈴木　理沙　(2) 4m25 羽生田小町　(3) 4m22 井上　　紅　(3) 4m21 新野　千慧　(2) 3m96 佐藤　有紗　(3) 3m77
米沢第三 +2.0 米沢第四 +3.8 米沢第四 +3.1 米沢第二 +3.1 米沢第一 +1.8 米沢第三 +4.1 米沢第二 +3.1 米沢第一 +2.9 

女子 6/16 砲丸投 高橋　愛華　(3)   9m19 丹野まどか　(3)   8m53 草苅　アキ　(3)   8m32 村山　凜花　(2)   7m71 髙橋　礼宝　(2)   7m47 古澤奈那子　(3)   6m19 宿田　乃菜　(2)   5m90 漆山　　結　(2)   5m61
(2.721kg) 米沢第五 米沢第五 米沢第五 米沢第一 米沢第四 米沢第四 米沢第一 米沢第一

女子 6/16 四種競技 完戸遥々花　(3)  2124 横山　文香　(3)  1772 五十嵐　彩　(3)  1432 發田　美華　(1)   827
6/17 米沢第三 *C1 米沢第三 *C1 米沢第四 *C1 米沢第七 *C1

16.11/+3.9-1m34-7m39-28.21/+0.3 16.55/+3.9-1m31-5m67-30.40/+0.3 20.40/+3.9-1m20-6m41-29.01/+0.3 20.70/+3.9-1m05-5m19-35.24/+0.3

女子低学年 6/17 ４×１００ｍ 米沢第一 58.48 米沢第四  1:02.62
  齋藤　　凛　(1)   田中さくら　(1)
  遠藤　なお　(2)   中川　穂俐　(2)
  安藤　結香　(1)   髙橋　心和　(1)
  遠藤　史佳　(2)   大木　優花　(2)

女子 6/17 ４×１００ｍ 米沢第三 52.50 米沢第四 54.54 米沢第二 55.73 米沢第一 57.49 米沢第七 59.68
  伊藤　静紅　(3)   五十嵐　彩　(3)   鈴木　理沙　(2)   羽生田小町　(3)   發田　美華　(1)
  完戸遥々花　(3)   遠山　美咲　(2)   舟越　美咲　(1)   片平　優月　(3)   五十嵐雅華　(1)
  髙橋　美羽　(3)   田中　美優　(2)   新野　千慧　(2)   小川　綺楽　(3)   伊藤　そら　(1)
  髙橋　梨心　(3)   色摩　美来　(3)   近野　悠楽　(1)   佐藤　愛梨　(3)   坂野　心美　(1)
米沢第五
  加藤瑛実子　(2)
  皆川　真緒　(3)
  金子　瑠花　(2)
  高橋いのり　(2)

100mH-走高跳-砲丸投-200m

凡例（NGR:大会新記録/ *C1:追風参考(得点参考記録)）




