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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
6/1 １００ｍ 鈴木　聖也　５ 15.36 小川　詩音　６ 15.55 小沼　伶門　４ 15.72 須貝　拓未　４ 16.21 高橋　駿太　４ 16.74 半田　瑛都　４ 16.90 二瓶　陽向　６ 16.96 大泉　樹生　４ 17.10

愛宕小 -1.3 愛宕小 -1.3 まほろばAC -1.3 松川JAC -2.3 松川JAC -2.3 まほろばAC -2.3 愛宕小 -1.3 松川JAC -1.3 
6/1 １００ｍ 伊藤　　輝　２ 10.73 佐竹　智弘　２ 11.14 加藤航太朗　２ 11.29 菊地　悠平　３ 11.32 渡辺慶太郎　３ 11.37 五十嵐　響　１ 11.46 田中　悠椰　３ 11.53 酒井　比呂　２ 11.56

山形大 -0.2 米沢興譲館高 -0.2 米沢工高 +2.2 九里学園高 -0.2 九里学園高 -0.2 九里学園高 -0.2 米沢四中 +0.6 九里学園高 +2.2 
6/1 ２００ｍ 伊藤　　輝　２ 21.71 佐竹　智弘　２ 21.92 渡辺慶太郎　３ 22.61 佐藤雄太朗　３ 22.93 加藤航太朗　２ 23.22 小池　進哉　３ 23.25 我妻　遥陽　３ 23.43 島　　海斗　２ 23.57

山形大 -0.7 米沢興譲館高 -0.7 九里学園高 -0.7 九里学園高 -0.7 米沢工高 -2.0 九里学園高 -0.7 九里学園高 -0.7 山形大 -2.0 
6/1 ４×１００ｍ 米沢工高Ａ 44.76 高畠中Ａ 46.09 米沢工高Ｂ 46.41 宮内中Ａ 47.86 米沢三中 48.00 川西中Ａ 48.97 高畠中Ｂ 50.06 米沢一中 52.25

  鈴木　琉生　２   近野　辰哉　３   我妻　尚迪　２   横山　徳郁　２   奥山　　蓮　３   齊藤　唯斗　３   平井　彗叶　１   石川　莉久　１
  會田　　希　２   橋本　羽陽　３   我妻　峻典　１   青木　咲弥　３   福永　颯太　３   髙橋　新大　３   市川虎之介　２   梅津　陽向　２
  今井　明人　２   髙橋　夕青　３   髙橋　颯大　２   小原　諸恩　２   髙橋　鷹駿　３   渡部真木人　３   青木　颯祐　２   齋藤　遼真　３
  加藤航太朗　２   髙橋　遼太　２   横山　翔太　１   髙橋　愛翔　３   白鳥　伸樹　３   髙橋　　蓮　３   梅津　祐太　１   齋藤　　蓮　３

6/1 １００ｍ 石井　瑞季　６ 15.13 芳賀　理乃　６ 15.18 髙橋　梨愛　５ 15.45 高橋ひなた　６ 15.67 桑名　万里　６ 15.85 嵐田　愛來　５ 16.79 吉田　侑生　４ 17.07 宮村菜々美　６ 17.08
松川JAC -0.6 愛宕小 -0.6 松川JAC -1.2 愛宕小 -0.6 愛宕小 -0.6 松川JAC -1.2 まほろばAC -1.2 愛宕小 -0.6 

6/1 １００ｍ 大友茉奈美　２ 12.68 柏倉　うみ　３ 12.87 情野ひなた　３ 13.02 遠藤　奈那　３ 13.04 髙橋　美羽　１ 13.13 浦田　莉奈　１ 13.22 髙橋いのり　３ 13.28 遠山　美咲　３ 13.35
九里学園高 +0.1 中山中 +0.1 九里学園高 +0.1 山形十中 -0.4 九里学園高 +0.1 九里学園高 -0.4 米沢五中 +0.1 米沢四中 -0.4 

6/1 ２００ｍ 大友茉奈美　２ 25.97 柏倉　うみ　３ 26.37 佐藤　未空　３ 26.93 石川　美咲　３ 27.36 浦田　莉奈　１ 27.36 髙橋　美羽　１ 27.38 遠山　美咲　３ 27.49 川崎　莉佳　１ 27.62
九里学園高 -0.9 中山中 -0.9 高畠中 -0.9 九里学園高 -0.9 九里学園高 -1.4 九里学園高 -0.9 米沢四中 -1.4 九里学園高 -1.4 

6/1 ４×１００ｍ 高畠中Ａ 50.66 九里学園高Ｂ 50.94 中山中 51.76 赤湯中Ａ 53.21 米沢二中Ａ 53.98 米沢四中Ａ 54.03 高畠中Ｂ 55.20 宮内中Ａ 55.65
  伊東　美優　２   浦田　莉奈　１   黒沼　瑚子　１   粟野　　遥　３   新野　千慧　３   中川　綾菜　３   前田　実咲　１   佐藤　梨夢　３
  齋藤　愛香　３   川崎　莉佳　１   柏倉　うみ　３   髙橋こころ　２   近野　悠楽　２   遠山　美咲　３   鈴木　陽花　２   佐藤　千寛　３
  髙橋　叶莉　２   石川　舞桜　１   柏倉　四季　１   髙橋　美朋　３   鈴木　理沙　３   田中　美優　３   宮下　芽生　２   紺野　夏海　３
  佐藤　未空　３   髙橋　美羽　１   和田梨里花　１   長　　美咲　３   舟越　美咲　２   中川　穂俐　３   千葉　美優　１   髙橋　夏澄　３
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