
平成３０年度　秋季置賜スプリント記録会 2018年9月29日(土)
決勝一覧表

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
9/29 １００ｍ 佐藤　新汰　(6) 15.30 石川　莉久　(6) 15.65 髙瀬　友和　(6) 16.02 小川　詩音　(5) 16.09 高橋　駿太　(3) 17.08 佐藤　皇燿　(2) 17.93 佐野　巧武　(3) 19.50 丸川　秋星　(1) 22.91

松川JAC -0.7 松川JAC -0.7 松川JAC -0.7 愛宕小 -0.7 松川JAC -0.7 松川JAC -0.7 松川JAC -0.7 松川JAC -0.7 
9/29 ４×１００ｍ 松川JAC  1:06.71

  高橋　駿太　(3)
  髙瀬　友和　(6)
  石川　莉久　(6)
  佐藤　新汰　(6)

9/29 １００ｍ 瀬田　博貴　(4) 11.14 五十嵐　響　(3) 11.47 芳賀　優亮　(94) 11.68 横山　優作　(2) 11.68 佐竹　智弘　(1) 11.73 中島　弘貴　(5) 11.73 橋本　羽陽　(2) 11.97 阿部　誉史　(5) 11.98
山形大 -0.9 高畠中 -0.9 ＫＡＣ -0.9 山形大 -0.9 米沢興譲館高 -0.9 山形大 -0.9 高畠中 -0.9 山形大 -0.9 

9/29 ３００ｍ 瀬田　博貴　(4) 35.93 佐竹　智弘　(1) 36.52 中島　弘貴　(5) 36.75 横山　優作　(2) 37.66 小関　寛斗　(2) 37.70 橋本　羽陽　(2) 37.94 今井　明人　(1) 38.08 近野　陽大　(2) 38.30
山形大 米沢興譲館高 山形大 山形大 米沢工高 高畠中 米沢工高 米沢興譲館高

9/29 ４×１００ｍ 米沢工高Ｂ 47.04 米沢工高Ａ 47.48 米沢三中 49.32 米沢四中 51.02 宮内中 51.12 赤湯中Ａ 53.72
  我妻　尚迪　(1)   鈴木　琉生　(1)   奥山　　蓮　(2)   田中　悠椰　(2)   小原　諸恩　(1)   本田　拳斗　(1)
  佐藤　光一　(2)   會田　　希　(1)   福永　颯太　(2)   髙橋　　陸　(1)   髙橋　愛翔　(2)   高橋　和希　(2)
  今井　明人　(1)   髙橋　颯大　(1)   高橋　鷹駿　(2)   須嵜　祥太　(2)   大木　　翔　(1)   島貫　巧海　(2)
  加藤　航太朗(1)   石川　翔大　(1)   白鳥　伸樹　(2)   田村　玲音　(1)   横山　徳郁　(1)   安部　建汰　(1)

9/29 １００ｍ 金子　優奈　(6) 15.11 芳賀　理乃　(5) 15.58 桑名　万里　(5) 16.07 平　　紫月　(6) 16.14 石井　瑞季　(5) 16.20 嵐田　愛來　(4) 16.91 鈴木　　楓　(5) 17.23 宮村　菜々美(5) 17.42
松川JAC +0.1 愛宕小 +0.1 愛宕小 +0.1 松川JAC +0.1 松川JAC +0.0 松川JAC +0.0 愛宕小 +0.1 愛宕小 +0.1 

9/29 ４×１００ｍ 愛宕小  1:05.28 松川JAC  1:05.71
  芳賀　理乃　(5)   佐藤　萌絵　(4)
  桑名　万里　(5)   平　　紫月　(6)
  鈴木　　楓　(5)   石井　瑞季　(5)
  宮村　菜々美(5)   金子　優奈　(6)

9/29 １００ｍ 齋藤　愛香　(2) 13.33 佐藤　未空　(2) 13.35 遠山　美咲　(2) 13.56 安部　優歩　(2) 13.81 川崎　莉佳　(3) 13.87 木村　天音　(1) 13.92 石川　舞桜　(3) 13.96 伊東　美優　(1) 14.07
高畠中 +0.6 高畠中 +0.6 米沢四中 +0.6 米沢興譲館高 +0.6 赤湯中 +0.6 米沢興譲館高 +0.6 赤湯中 +0.6 高畠中 -0.3 

9/29 ３００ｍ 井上美羽奈　(2) 43.06 佐藤　未空　(2) 45.02 安部　優歩　(2) 45.24 川崎　莉佳　(3) 45.98 五十嵐雅華　(1) 46.66 長　　美咲　(2) 47.22 髙橋　美朋　(2) 47.80 明石　伊生　(2) 48.50
米沢興譲館高 高畠中 米沢興譲館高 赤湯中 米沢七中 赤湯中 赤湯中 山形大

9/29 ４×１００ｍ 米沢興譲館高 53.82 米沢四中Ａ 54.39 米沢二中Ａ 54.73 赤湯中Ｂ 54.82 宮内中 55.61 米沢四中Ｂ 58.03 赤湯中Ａ 58.04 米沢三中 58.33
  木村　天音　(1)   中川　綾菜　(2)   舟越　美咲　(1)   粟野　　遥　(2)   佐藤　梨夢　(2)   高橋　心和　(1)   佐藤　奈々　(1)   横山　美羽　(1)
  安部　優歩　(2)   遠山　美咲　(2)   鈴木　理沙　(2)   川崎　莉佳　(3)   佐藤　千寛　(2)   髙橋　礼宝　(2)   佐藤　菜南　(1)   高橋　　楓　(1)
  新野　桜子　(1)   田中　美優　(2)   新野　千慧　(2)   髙橋　美朋　(2)   金原　しず　(1)   寒河江理名　(1)   中條陽心香　(1)   坂野　玖空　(1)
  小林　春菜　(1)   大木　優花　(2)   近野　悠楽　(1)   長　　美咲　(2)   髙橋　夏澄　(2)   田中さくら　(1)   松田知奈美　(2)   竹田　叶葉　(1)
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