
令和４年度　置賜地区中学校新人陸上競技大会 2022年9月24日(土)～25日(日)
決勝一覧表

　光洋精機アスリートフィールド長井

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
9/24 １００ｍ 鈴木　瑛太 (1) 12.46 一條　悠輔 (1) 12.51 佐藤　蓮生 (1) 12.58 梅津　瑞樹 (1) 12.61 高橋　駿太 (1) 12.81 芳村　涼介 (1) 12.99 菅　　康介 (1) 13.09

米沢第三  高畠  高畠  長井南  米沢第一  米沢第一  白鷹  

9/24 １００ｍ 阿部　侑平 (2) 11.72 髙橋　　凌 (2) 12.10 今野　奏翔 (2) 12.33 遠藤　啓介 (2) 12.35 後藤　柊太 (2) 12.56 鈴木　尊也 (2) 12.60 菊地　貴幸 (2) 12.72 髙橋　謙聖 (2) 13.01
米沢第三  米沢第三  長井南  高畠  赤湯  宮内  高畠  小国  

男子 9/25 ２００ｍ 山木　藍人 (2) 24.66 遠藤　啓介 (2) 24.97 鈴木　尊也 (2) 25.32 松浦　悠真 (2) 25.39 梅津　星那 (2) 25.57 鈴木　瑛太 (1) 26.05 長　　和壮 (2) 26.88 大浦　朱日 (1) 27.00
高畠  高畠  宮内  宮内  白鷹  米沢第三  米沢第四  高畠  

男子 9/24 ４００ｍ 髙橋　　凌 (2) 55.25 貝沼　　歩 (2) 56.09 佐藤　蓮生 (1) 58.31 鈴木　颯汰 (2) 58.56 佐藤　銀河 (1)  1:00.63 松浦　悠真 (2)  1:00.69 菅　　康介 (1)  1:02.58 長　　和壮 (2)  1:03.54
米沢第三 小国 高畠 米沢第六 白鷹 宮内 白鷹 米沢第四

男子 9/25 ８００ｍ 市川　皓貴 (2)  2:14.42 佐藤　銀河 (1)  2:16.16 貝沼　　歩 (2)  2:18.12 丹野　聖梛 (2)  2:19.34 手塚　宙夢 (2)  2:21.69 安部　心都 (1)  2:23.03 菅野　一陽 (1)  2:23.63 加藤　悠樹 (2)  2:23.93
高畠 白鷹 小国 米沢第五 宮内 小国 飯豊 米沢第二

男子 9/24 １５００ｍ 菅　　陽翔 (2)  4:38.50 市川　皓貴 (2)  4:41.37 平　　龍将 (1)  4:43.09 渡部　幹太 (2)  4:48.75 佐藤　春翔 (2)  4:50.46 野村　祐太 (2)  4:50.63 丹野　聖梛 (2)  4:52.73 菅野　一陽 (1)  4:55.27
白鷹 高畠 高畠 飯豊 米沢第六 米沢第二 米沢第五 飯豊

男子 9/25 ３０００ｍ 菅　　陽翔 (2)  9:48.03 平　　龍将 (1)  9:52.87 渡部　幹太 (2)  9:53.83 野村　祐太 (2) 10:24.51 我妻　尚哉 (1) 10:25.82 佐藤　春翔 (2) 10:26.92 小笠原聖悟 (2) 10:33.16 黒澤　　叶 (2) 10:44.03
白鷹 高畠 飯豊 米沢第二 高畠 米沢第六 高畠 白鷹

男子 9/25 110mH 渡部　裕稀 (2) 15.54 藤巻　颯斗 (1) 19.94 笹木　千尋 (2) 20.08 諸橋伽那人 (1) 20.18 加藤　日向 (1) 20.49 後藤　叶友 (1) 20.85 大滝　真聖 (2) 21.10
(0.914/9.14m) 川西  高畠  米沢第一  米沢第二  米沢第四  白鷹  白鷹  

男子 9/25 ４×１００ｍ 高畠Ａ 47.21 高畠Ｂ 48.64 米沢第二 49.18 宮内 49.47 米沢第三 49.60 米沢第一 50.22 白鷹A 50.26 川西 50.52
  佐藤　蓮生 (1)   菊地　貴幸 (2)   諸橋伽那人 (1)   相原　　悠 (2)   渡部　恵向 (2)   松田　煌也 (2)   小形参次郎 (2)   黒澤　陽向 (2)
  山木　藍人 (2)   髙橋　璃恩 (2)   上原礼士郎 (2)   松浦　悠真 (2)   玉橋　弦大 (2)   佐藤　遼樹 (2)   梅津　星那 (2)   渡部　裕稀 (2)
  遠藤　啓介 (2)   花輪　光希 (1)   赤井　奏介 (2)   丹　　湊平 (1)   髙橋　　凌 (2)   渡部　優斗 (2)   菅　　康介 (1)   加藤　瑛斗 (2)
  小沼　怜門 (1)   一條　悠輔 (1)   畑中　偉向 (2)   鈴木　尊也 (2)   鈴木　瑛太 (1)   高橋　駿太 (1)   佐藤一歩輝 (1)   伊藤　奈央 (2)

男子 9/24 走高跳 渡部　裕稀 (2) 1m68 畑中　偉向 (2) 1m53 佐藤　和貴 (2) 1m35 黒澤　陽向 (2) 1m35
川西 米沢第二 白鷹 川西

横山　侑史 (2)
長井北

男子 9/25 走幅跳 上原礼士郎 (2) 5m63 山木　藍人 (2) 5m33 今野　奏翔 (2) 5m30 伊藤　奈央 (2) 5m27 泉野目悠真 (2) 5m14 橋本　虎雅 (2) 5m03 後藤　柊太 (2) 4m91 畑中　偉向 (2) 4m84
米沢第二  0.0 高畠  0.0 長井南  0.0 川西  0.0 米沢第五  0.0 長井北  0.0 赤湯  0.0 米沢第二  0.0 

男子 9/25 砲丸投 玉橋　弦大 (2)   9m45 星　　悠希 (2)   8m42 和泉　駿海 (2)   7m97 髙橋　悠飛 (2)   7m64 花輪　光希 (1)   7m61 紺野　竜暉 (1)   7m09 松田　煌也 (2)   6m81 佐藤　　天 (1)   6m51
(5.000kg) 米沢第三 高畠 高畠 赤湯 高畠 白鷹 米沢第一 小国

9/24 １００ｍ 久米　花音 (1) 13.26 紺野　瑠菜 (1) 13.50 難波　あこ (1) 13.69 松田咲弥花 (1) 13.95 遠藤梨央那 (1) 14.11 村上　菜梛 (1) 14.13 佐藤　樹奈 (1) 14.46 須貝　紋圭 (1) 14.62
米沢第三  白鷹  小国  米沢第七  赤湯  高畠  高畠  赤湯  

9/24 １００ｍ 大浦　初稀 (2) 13.16 渡部ひな乃 (2) 13.41 加藤　美鈴 (2) 13.48 佐々木　柚 (2) 13.76 長岡　花恋 (2) 14.22 嵐田　愛來 (2) 14.30 高橋　花歩 (2) 14.31
高畠  長井北  川西  長井南  小国  米沢第五  赤湯  

女子 9/25 ２００ｍ 久米　花音 (1) 27.23 大浦　初稀 (2) 27.54 難波　あこ (1) 28.05 紺野　瑠菜 (1) 28.35 渡部ひな乃 (2) 28.91 佐々木　柚 (2) 29.12 松田咲弥花 (1) 29.20 高橋　花歩 (2) 30.34
米沢第三  高畠  小国  白鷹  長井北  長井南  米沢第七  赤湯  

女子 9/25 ８００ｍ 小野めぐり (2)  2:22.31 本田真結子 (2)  2:22.42 佐藤　佑美 (1)  2:28.89 木村　遥叶 (1)  2:35.31 金子　凛音 (2)  2:36.13 数馬利々花 (2)  2:39.34 横山　彩花 (2)  2:41.65 伊藤　清子 (1)  2:42.76
高畠 米沢第二 米沢第二 米沢第六 白鷹 米沢第四 米沢第三 米沢第二

女子 9/24 １５００ｍ 小野めぐり (2)  4:50.98 本田真結子 (2)  4:54.44 佐藤　佑美 (1)  5:00.77 伊藤　仁愛 (1)  5:10.36 木村　遥叶 (1)  5:11.37 金子　凛音 (2)  5:17.08 大浦　結愛 (1)  5:36.67 鈴木　望桜 (1)  5:37.64
高畠 米沢第二 米沢第二 赤湯 米沢第六 白鷹 高畠 高畠

女子 9/25 100mH 中村　璃楽 (1) 16.33 安部ひなの (2) 16.55 芳賀　利帆 (1) 18.87 長岡　花恋 (2) 19.61 松本絵理香 (2) 19.67 加藤　美鈴 (2) 19.67 佐藤　樹奈 (1) 20.16 三瓶　里紗 (1) 20.37
(0.762/8m) 白鷹  米沢第二  米沢第二  小国  米沢第二  川西  高畠  長井北  

女子 9/25 ４×１００ｍ 高畠Ａ 53.91 白鷹 55.35 赤湯B 56.36 赤湯A 56.84 米沢第二A 56.85 長井北A 57.33 米沢第四 58.66 米沢第一  1:01.68
  村上　菜梛 (1)   金子　凛音 (2)   須貝　紋圭 (1)   高橋　陽菜 (2)   芳賀　利帆 (1)   三瓶　里紗 (1)   遠藤　璃温 (1)   鈴木　香泉 (1)
  大浦　初稀 (2)   中村　璃楽 (1)   須藤　唯奈 (1)   関　　絢菜 (2)   伊藤　清子 (1)   渡部ひな乃 (2)   数馬利々花 (2)   酒井　藍良 (2)
  佐藤　樹奈 (1)   守谷　　桜 (2)   大木　佳乃 (1)   小梁川りお (2)   佐藤　佑美 (1)   勝見　瑠那 (2)   中津川來愛 (2)   遠藤　なち (1)
  小野めぐり (2)   紺野　瑠菜 (1)   遠藤梨央那 (1)   高橋　花歩 (2)   本田真結子 (2)   石川　鳳椛 (2)   寺山　遥風 (2)   小関　　怜 (1)

女子 9/25 走高跳 中村　璃楽 (1) 1m43 勝見　瑠那 (2) 1m25 鈴木　成実 (1) 1m25 佐藤　希歩 (2) 1m25
白鷹 長井北 白鷹 川西

女子 9/24 走幅跳 安部ひなの (2) 4m78 塚田ひより (2) 4m67 村上　菜梛 (1) 4m53 水野レモン (1) 4m44 中津川來愛 (2) 4m29 小梁川りお (2) 4m27 高橋　陽菜 (2) 4m05 関　　絢菜 (2) 3m95
米沢第二  0.0 飯豊  0.0 高畠  0.0 米沢第三  0.0 米沢第四  0.0 赤湯  0.0 赤湯  0.0 赤湯  0.0 

女子 9/24 砲丸投 髙橋　知世 (2)   7m07 守谷　　桜 (2)   6m16 村上　瑠莉 (1)   5m87 酒井　藍良 (2)   4m29
(2.721kg) 米沢第二 白鷹 白鷹 米沢第一
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