
男子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目 女子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目
南陽東置賜 28 荒関　我玖　(5) ｱﾗｾﾞｷ ｶﾞｸ ５年　１００ｍ 南陽東置賜 28 須藤　莉音　(5) ｽﾄｳ ﾘｵ ５年　１００ｍ

28 荒関　我玖　(5) ｱﾗｾﾞｷ ｶﾞｸ 混合　４×１００ｍ 29 伊藤　深礼　(5) ｲﾄｳ ﾐﾚｲ ８００ｍ
29 岡崎　達也　(5) ｵｶｻﾞｷ ﾀﾂﾔ ５年　１００ｍ 30 髙橋　優奈　(6) ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
30 清野　　蓮　(6) ｾｲﾉ ﾚﾝ ８０ｍH 30 髙橋　優奈　(6) ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ 混合　４×１００ｍ
31 和田　明真　(6) ﾜﾀﾞ ｱｽﾏ １０００ｍ 31 丸川　　光　(5) ﾏﾙｶﾜ ﾋｶﾙ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
32 岡田　琉希　(6) ｵｶﾀﾞ ﾙｷｱ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 32 浦山　琴羽　(6) ｳﾗﾔﾏ ｺﾄﾊ 混合　４×１００ｍ
33 関　　翔太　(6) ｾｷ ｼｮｳﾀ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 33 髙橋　那緒　(6) ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 混合　４×１００ｍ
34 長嶋　　陸　(6) ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｸ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 34 長谷部　亜美(6) ﾊｾﾍﾞ ｱﾐ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
35 古山　大智　(6) ﾌﾙﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 混合　４×１００ｍ 35 小柳　ナナ　(6) ｺﾔﾅｷﾞ ﾅﾅ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
36 佐藤　瑠唯斗(6) ｻﾄｳ ﾙｲﾄ 混合　４×１００ｍ 36 泉澤　玖美　(6) ｲｽﾞﾐｻﾜ ｸﾐ 走幅跳
37 佐東　慶成　(6) ｻﾄｳ ｵｳｾｲ ８０ｍH 37 黒沼　結奈　(5) ｸﾛﾇﾏ ﾕﾅ ５年　１００ｍ
38 石黒　音空　(6) ｲｼｸﾞﾛ ﾄｱ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 38 鈴木　菜々海(6) ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ ６年　１００ｍ
39 横澤　慧悟　(6) ﾖｺｻﾜ ｹｲｺﾞ ６年　１００ｍ 39 松田　咲希　(6) ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ ８０ｍH
40 大竹　瑛太　(5) ｵｵﾀｹ ｴｲﾀ ５年　１００ｍ 40 寒河江　咲　(6) ｻｶﾞｴ ｻｷ ８０ｍH
41 遠藤　大成　(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 混合　４×１００ｍ 41 石山　友菜　(5) ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾅ ８００ｍ
42 近野　聡祐　(6) ｺﾝﾉ ｿｳｽｹ 混合　４×１００ｍ 42 髙橋　楓花　(6) ﾀｶﾊｼ ﾌｳｶ 混合　４×１００ｍ
43 渡部　　将　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ １０００ｍ 43 日達　眞奈　(6) ﾋﾀﾁ ﾏﾅ 混合　４×１００ｍ
44 梅津　瑛次　(6) ｳﾒﾂ ｴｲｼﾞ 走高跳 44 黒田　里桜　(6) ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ ６年　１００ｍ
45 平田　創士　(6) ﾋﾗﾀ ｿｳｼ ６年　１００ｍ 45 髙橋　夏梅　(6) ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾒ 走高跳
46 菅井　遊詩　(6) ｽｶﾞｲ ﾕｳﾀ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 46 四栁　柚乃　(6)　 ﾖﾂﾔﾅｷﾞ ﾕｽﾞﾉ ８００ｍ
47 後藤　蒼太郎(6) ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 走幅跳 47 細谷　帆花　(5) ﾎｿﾔ ﾎﾉｶ ５年　１００ｍ
48 佐藤　健琉　(6) ｻﾄｳ ﾀｹﾙ ６年　１００ｍ 48 齊藤　咲楽　(6) ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
48 佐藤　健琉　(6) ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 混合　４×１００ｍ 49 安部　そらの(6) ｱﾍﾞ ｿﾗﾉ ６年　１００ｍ
49 鈴木　　大　(6) ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ １０００ｍ 49 安部　そらの(6) ｱﾍﾞ ｿﾗﾉ 混合　４×１００ｍ
49 鈴木　　大　(6) ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 混合　４×１００ｍ 50 山口　羚舞　(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾑ 混合　４×１００ｍ
50 槇　　蒼太　(5) ﾏｷ ｿｳﾀ 混合　４×１００ｍ 51 飯澤　優奈　(6) ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾅ 混合　４×１００ｍ
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男子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目 女子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目
米沢 1 寒河江　來樹(6) ｻｶﾞｴ ﾗｲｷ ８０ｍH 米沢 1 佐藤　りりあ(5) ｻﾄｳ ﾘﾘｱ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

2 木村　匠汰　(6) ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ １０００ｍ 2 伊藤　詩子　(5) ｲﾄｳ ｳﾀｺ ５年　１００ｍ
3 鈴木　瑠桜　(5) ｽｽﾞｷ ﾙｵ ５年　１００ｍ 3 横山　綺衣　(5) ﾖｺﾔﾏ ｷｲ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
4 長谷部　煌　(5) ﾊｾﾍﾞ ｺｳ ５年　１００ｍ 4 金子　　愛　(5) ｶﾈｺ ｱｲ ５年　１００ｍ
5 山口　大和　(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 走幅跳 4 金子　　愛　(5) ｶﾈｺ ｱｲ 混合　４×１００ｍ
6 髙橋　蓮央　(6) ﾀｶﾊｼ ﾚｵ ６年　１００ｍ 5 佐藤　祐芽　(6) ｻﾄｳ ﾕﾒ 混合　４×１００ｍ
7 仁科　光貴　(6) ﾆｼﾅ ｺｳｷ ６年　１００ｍ 6 新藤　帆乃果(6) ｼﾝﾄﾞｳ ﾎﾉｶ 混合　４×１００ｍ
7 仁科　光貴　(6) ﾆｼﾅ ｺｳｷ 混合　４×１００ｍ 7 丸山　悠月　(6) ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ ６年　１００ｍ
8 佐藤　皇燿　(6) ｻﾄｳ ｺｳﾖｳ ６年　１００ｍ 8 田村　理音　(5) ﾀﾑﾗ ﾘｲﾈ ８００ｍ
9 漆山　　創　(5) ｳﾙｼﾔﾏ ｿｳ 混合　４×１００ｍ 9 横山　莉緒　(5) ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ ８０ｍH
10 加藤　守禮　(5) ｶﾄｳ ｼｭﾚｲ 混合　４×１００ｍ 10 五十嵐　美乃(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾉ ６年　１００ｍ
11 平山　友志朗(5) ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｼﾛｳ ５年　１００ｍ 11 杉本　絢菜　(6) ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾅ 混合　４×１００ｍ
12 高橋　太希　(6) ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ １０００ｍ 12 久米　風歌　(5) ｸﾒ ﾌｳｶ 混合　４×１００ｍ
13 石田　秀磨　(6) ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾏ 混合　４×１００ｍ 13 角田　　華　(6) ｶｸﾀ ﾊﾅ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
14 佐々木　悠斗(6) ｻｻｷ ﾕｳﾄ 混合　４×１００ｍ 14 斎藤　綾音　(6) ｻｲﾄｳ ｱﾔﾈ ６年　１００ｍ
15 柳沼　璃桜　(6) ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｵｳ ８０ｍH 15 戸田　　愛　(5) ﾄﾀﾞ ﾗﾌﾞ 走幅跳
16 内藤　大地　(6) ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 走高跳 16 井澤　夏樹　(5) ｲｻﾞﾜ ﾅﾂｷ ５年　１００ｍ
17 吉田　現登　(5) ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝﾄ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 16 井澤　夏樹　(5) ｲｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 混合　４×１００ｍ
18 石井　多維知(6) ｲｼｲ ﾀｲﾁ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 17 舟山　楓夏　(6) ﾌﾅﾔﾏ ﾌｳｶ 混合　４×１００ｍ
19 近田　聖樹　(6) ｺﾝﾀ ｺｳｷ １０００ｍ 18 縮　　莉愛　(6) ﾁﾁﾞﾐ ﾘﾅ 混合　４×１００ｍ
20 濱田　卓志　(5) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸｼ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 19 大木　悠瑚　(5) ｵｵｷ ﾕｳｺ ８００ｍ
21 斉藤　聖弥　(6) ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ 混合　４×１００ｍ 20 大木　都瑚　(5) ｵｵｷ ｻﾄｺ ８００ｍ
22 渡邉　晴太　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾀ 混合　４×１００ｍ
23 志賀　祐星　(5) ｼｶﾞ ﾁｾ 混合　４×１００ｍ
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男子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目 女子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目
西置賜 55 青木　温人　(6) ｱｵｷ ﾊﾙﾄ ６年　１００ｍ 西置賜 55 前柳　光希　(6) ﾏｴﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ ８０ｍH

55 青木　温人　(6) ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 混合　４×１００ｍ 55 前柳　光希　(6) ﾏｴﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ 混合　４×１００ｍ
56 伊藤　悠和　(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 混合　４×１００ｍ 56 別府　友奏　(5) ﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｳｶ ８０ｍH
57 佐藤　　蓮　(5) ｻﾄｳ ﾚﾝ 混合　４×１００ｍ 57 小杉　夏帆　(6) ｺｽｷﾞ ｶﾎ 混合　４×１００ｍ
58 髙橋　雅弥　(5) ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ １０００ｍ 58 青木　みなみ(5) ｱｵｷ ﾐﾅﾐ ５年　１００ｍ
59 志鎌　皇成　(6) ｼｶﾏ ｺｳｾｲ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 58 青木　みなみ(5) ｱｵｷ ﾐﾅﾐ 混合　４×１００ｍ
60 梅津　瑠鋳　(6) ｳﾒﾂ ﾙｲ 走幅跳 59 齋藤　　和　(5) ｻｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ ５年　１００ｍ
61 佐藤　璃歩　(5) ｻﾄｳ ﾘﾄ ５年　１００ｍ 60 関崎　千那　(6) ｾｷｻﾞｷ ﾁﾅ ６年　１００ｍ
62 安部　修也　(6) ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ ６年　１００ｍ 61 竹田　実乃里(6) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾉﾘ ８００ｍ
63 原田　暁永　(6) ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾄ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 62 髙橋　梨桜　(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｵ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
64 須貝　　歩　(6)　 ｽｶﾞｲ ｱﾕﾑ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 63 海老名　英　(6) ｴﾋﾞﾅ ﾖｳ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
65 齋藤　銀辰　(6) ｻｲﾄｳ ｷﾞﾝﾄｷ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 64 澁谷　理奈　(5) ｼﾌﾞﾔ ﾘﾅ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
65 齋藤　銀辰　(6) ｻｲﾄｳ ｷﾞﾝﾄｷ 混合　４×１００ｍ 65 酒井　優珠　(6) ｻｶｲ ﾕｽﾞ ６年　１００ｍ
66 加藤　桜太　(6) ｶﾄｳ ｵｳﾀ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 65 酒井　優珠　(6) ｻｶｲ ﾕｽﾞ 混合　４×１００ｍ
66 加藤　桜太　(6) ｶﾄｳ ｵｳﾀ 混合　４×１００ｍ 66 勝見　真子　(6) ｶﾂﾐ ﾏｺ ８００ｍ
67 伊藤　大翔　(6) ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 混合　４×１００ｍ 66 勝見　真子　(6) ｶﾂﾐ ﾏｺ 混合　４×１００ｍ
68 大木　羚央　(6) ｵｵｷ ﾚｵ １０００ｍ 67 渡部　夏子　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｺ 混合　４×１００ｍ
69 佐藤　優輝　(6) ｻﾄｳ ﾕｳｷ ８０ｍH 68 保科　里奈　(6) ﾎｼﾅ ﾘﾅ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
70 小笠原　叶惺(5) ｵｶﾞｻﾜ ｶﾅｾ ５年　１００ｍ 69 佐藤　すみれ(6) ｻﾄｳ ｽﾐﾚ 走高跳

70 鈴木　伶苑　(6) ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
71 吉村　六花　(6) ﾖｼﾑﾗ ﾘｯｶ 走幅跳
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男子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目 女子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目
上山 76 加藤　裕太　(6) ｶﾄｳ ﾕｳﾀ ６年　１００ｍ 上山 76 木村　凛音　(6) ｷﾑﾗ ﾘｵ ６年　１００ｍ

76 加藤　裕太　(6) ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 混合　４×１００ｍ 76 木村　凛音　(6) ｷﾑﾗ ﾘｵ 混合　４×１００ｍ
77 柏倉　将暉　(6) ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾏｻｷ ６年　１００ｍ 77 片寄　彩花　(6) ｶﾀﾖｾ ｱﾔｶ ６年　１００ｍ
78 髙橋　健太郎(6) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ ８０ｍH 77 片寄　彩花　(6) ｶﾀﾖｾ ｱﾔｶ 混合　４×１００ｍ
79 中村　亮介　(6) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ １０００ｍ 78 佐々木　菜音(6) ｻｻｷ ﾅｵ ８０ｍH
79 中村　亮介　(6) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 混合　４×１００ｍ 79 嵐　　柚華　(6) ｱﾗｼ ﾕｽﾞﾊ ８００ｍ
80 伊藤　駿斗　(6) ｲﾄｳ ｼｭﾝﾄ １０００ｍ 80 堀川　藍里　(6) ﾎﾘｶﾜ ｱｲﾘ 走高跳
80 伊藤　駿斗　(6) ｲﾄｳ ｼｭﾝﾄ 混合　４×１００ｍ 80 堀川　藍里　(6) ﾎﾘｶﾜ ｱｲﾘ 混合　４×１００ｍ
81 遠山　泰雅　(6) ﾄｵﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 走高跳 81 矢吹　心春　(6) ﾔﾌﾞｷ ｺﾊﾙ ８０ｍH
82 鈴木　大海　(6) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 走幅跳 82 倉田　望愛　(6) ｸﾗﾀ ﾉｱ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
83 五十嵐　至琉(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾁﾙ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 83 山川　莉音　(6) ﾔﾏｶﾜ ﾘﾉﾝ 混合　４×１００ｍ
84 武田　大雅　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ８０ｍH 84 成澤　乃々華(6) ﾅﾘｻﾜ ﾉﾉｶ 混合　４×１００ｍ
84 武田　大雅　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 混合　４×１００ｍ 85 齋藤　芽叶　(6) ｻｲﾄｳ ﾒｲｶ ８００ｍ
85 鈴木　孔成　(6) ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 混合　４×１００ｍ 86 吉田　梨乃　(6) ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ 走幅跳
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山形 97 保科　　櫂　(6) ﾎｼﾅ ｶｲ １０００ｍ 山形 97 今野　栞里　(6) ｺﾝﾉ ｼｵﾘ 走幅跳

98 丹羽　立騎　(6) ﾆﾜ ﾘﾂｷ 走高跳 98 砂押　咲妃　(6) ｽﾅｵｼ ｻｷ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
99 安藤　春輝　(6) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ １０００ｍ 99 中川　心晴　(6) ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾊﾙ ８００ｍ
100 本田　颯介　(6) ﾎﾝﾀﾞ ｿｳｽｹ １０００ｍ 100 濱野　歌里奈(6) ﾊﾏﾉ ｶﾘﾅ 走高跳
101 田中　悠大　(6) ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ １０００ｍ 101 槙　　瑞歩　(5) ﾏｷ ﾐｽﾞﾎ ５年　１００ｍ
102 佐藤　柊斗　(6) ｻﾄｳ  ｼｭｳﾄ ６年　１００ｍ 102 内藤　佐和　(6) ﾅｲﾄｳ  ｻﾜ ８００ｍ
103 皆川　湊也　(6) ﾐﾅｶﾞﾜｿｳﾔ 走幅跳 103 菅野　七海　(6) ｽｹﾞﾉﾅﾅﾐ ８００ｍ
104 後藤　丈翔　(6) ｺﾞﾄｳ　ﾀｹﾙ ６年　１００ｍ 104 横倉　優羽那(6) ﾖｺｸﾗ ﾕｳﾅ 走高跳
105 最上　陽斗　(6) ﾓｶﾞﾐ　ﾊﾙﾄ ６年　１００ｍ 105 佐藤　沙耶　(6) ｻﾄｳ ｻﾔ ６年　１００ｍ
106 梅津　　颯　(6) ｳﾒﾂ　ｿｳ １０００ｍ 106 佐藤　希咲　(6) ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ８００ｍ
107 及川　翔琉　(6) ｵｲｶﾜ　ﾊﾙ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 107 三宅　姫夏　(6) ﾐﾔｹ ﾋﾅ ８００ｍ
108 菅野　和胡　(6) ｶﾝﾉ　ﾆｺ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 107 三宅　姫夏　(6) ﾐﾔｹ ﾋﾅ 混合　４×１００ｍ
109 鎌田　淳平　(6) ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ６年　１００ｍ 108 脇田　みらい(6) ﾜｷﾀ ﾐﾗｲ 混合　４×１００ｍ
110 丸屋　　玲　(6) ﾏﾙﾔ ﾚｲ ６年　１００ｍ 109 細川　きとは(6)　 ﾎｿｶﾜ ｷﾄﾊ ８００ｍ
111 新関　陸天　(6) ﾆｲｾﾞｷ ﾘｸｱ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 110 大益　永愛　(5) ｵｵﾏｽ ｴﾅ ５年　１００ｍ
112 佐藤　　優　(6) ｻﾄｳ ﾕｳ 走高跳 111 宍戸　　鈴　(6) ｼｼﾄ ﾞﾘﾝ ６年　１００ｍ
113 田宮　　明　(6) ﾀﾐﾔ ｱｶﾘ 混合　４×１００ｍ 112 古内　陽葵　(6) ﾌﾙｳﾁ ﾋﾖﾘ 走幅跳
114 渡邊　将馬　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ 混合　４×１００ｍ 113 芳賀　小夏　(6) ﾊｶﾞ ｺﾅﾂ ６年　１００ｍ
115 高島　来輝　(6) ﾀｶｼﾏ ﾗｲｷ 走高跳 114 佐藤　結花　(6) ｻﾄｳ ﾕｶ ６年　１００ｍ
116 齋藤　怜叶夢(5) ｻｲﾄｳ ﾚｱﾑ ５年　１００ｍ 115 佐藤　和花　(6) ｻﾄｳ ﾜｶ 走幅跳
117 神保　一翔　(6) ｼﾞﾝﾎﾞ ｲｯﾄ 走幅跳 116 奈良崎　愛來(5) ﾅﾗｻｷ ｱｲﾗ ５年　１００ｍ
118 荒井　桜賀　(6) ｱﾗｲ ｵｳｶﾞ ６年　１００ｍ 116 奈良崎　愛來(5) ﾅﾗｻｷ ｱｲﾗ 混合　４×１００ｍ
119 成田　慶心　(5) ﾅﾘﾀ ｹｲｼ ５年　１００ｍ 117 中嶋　唯杏　(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｱ ５年　１００ｍ
119 成田　慶心　(5) ﾅﾘﾀ ｹｲｼ 混合　４×１００ｍ 117 中嶋　唯杏　(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｱ 混合　４×１００ｍ
120 尾形　遼真　(5) ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾏ ５年　１００ｍ 118 遠藤　光織　(5) ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｵﾘ ５年　１００ｍ
121 柏倉　健臣　(5) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾝｼ ５年　１００ｍ 119 石岡　桜空　(5) ｲｼｵｶ ｻﾗ ５年　１００ｍ
122 安藤　春輝　(6) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ １０００ｍ 120 伊藤　結香　(5) ｲﾄｳ ﾕｶ 混合　４×１００ｍ
122 安藤　春輝　(6) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 混合　４×１００ｍ 121 中川　咲来　(6) ﾅｶｶﾞﾜ ｻｸﾗ ６年　１００ｍ
123 早坂　修葵  (6) ﾊﾔｻｶ ｼｭｳｷ 混合　４×１００ｍ 122 高梨　桜菜　(6) ﾀｶﾅｼ ｻﾅ ６年　１００ｍ
124 田崎　悠陽　(5) ﾀｻｷ ﾊﾙﾔ 混合　４×１００ｍ 123 片桐　花音　(5) ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾉﾝ ５年　１００ｍ
125 岩田　善太郎(5) ｲﾜﾀ ｾﾞﾝﾀﾛｳ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 123 片桐　花音　(5) ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾉﾝ 混合　４×１００ｍ
126 長岡　泰成　(5) ﾅｶﾞｵｶ ﾀｲｾｲ 混合　４×１００ｍ 124 井上　璃夢　(5) ｲﾉｳｴ ﾘﾑ 混合　４×１００ｍ
127 山口　空都　(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｸｳﾄ ５年　１００ｍ 125 志藤　奏仁　(5) ｼﾄｳ ｶﾅﾄ 混合　４×１００ｍ
127 山口　空都　(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｸｳﾄ 混合　４×１００ｍ 126 黒田　和花奈(5) ｸﾛﾀﾞ ﾜｶﾅ 混合　４×１００ｍ
128 黒田　蒼大　(5) ｸﾛﾀﾞ ｿｳﾀﾞｲ ５年　１００ｍ 127 平尾　颯菜　(6) ﾋﾗｵ ｿﾅ 走高跳
128 黒田　蒼大　(5) ｸﾛﾀﾞ ｿｳﾀﾞｲ 混合　４×１００ｍ 128 樋口　侑咲 （6） ﾋｸﾞﾁ ｱﾘｻ ６年　１００ｍ
129 松岡　　慶　(6) ﾏﾂｵｶ ｹｲ １０００ｍ
130 中村　成仁　(6) ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾋﾄ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
131 佐東　祢都　(6) ｻﾄｳ ﾈｲﾄ 走幅跳
132 吉田　幹太  (5) ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
133 鈴木　凌真　(6) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ ６年　１００ｍ
134 落合　悠玖 （6） ｵﾁｱｲ ﾊﾙｸ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
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天童東村山 163 佐藤　新也　(6) ｻﾄｳ ｼﾝﾔ ６年　１００ｍ 天童東村山 163 田苗　蒼唯　(6) ﾀﾅｴ ｱｵｲ 混合　４×１００ｍ

164 志賀　朝飛　(6) ｼｶﾞ ｱｻﾋ ６年　１００ｍ 164 横山　優乃　(6) ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾉ 混合　４×１００ｍ
165 井藤　　慶　(6) ｲﾄｳ ｹｲ １０００ｍ 165 武田　杏葵　(6) ﾀｹﾀﾞ ｱｷ ６年　１００ｍ
165 井藤　　慶　(6) ｲﾄｳ ｹｲ 混合　４×１００ｍ 166 菅野　咲希　(6) ｽｶﾞﾉ ｻｷ ８０ｍH
166 松田　蓮音　(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾚｵﾄ １０００ｍ 167 武田　咲空　(5) ﾀｹﾀ ﾞｻﾗ ５年　１００ｍ
167 梁瀬　翔月　(6) ﾔﾅｾ ｶﾂﾞｷ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 168 菅野　沙羅　(5) ｶﾝﾉ ｻﾗ ８００ｍ
168 落合　雄馬　(6) ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 169 福岡　優月　(6) ﾌｸｵｶ ﾕﾂﾞｷ ６年　１００ｍ
169 村山　謙太　(6) ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 172 三浦　朱里　(5) ﾐｳﾗ ｱｶﾘ ５年　１００ｍ
170 板坂　優波　(6) ｲﾀｻｶ ﾕｳﾊ 走幅跳 173 武田　彩吹　(6) ﾀｹﾀﾞ ｲﾌﾞｷ ６年　１００ｍ
170 板坂　優波　(6) ｲﾀｻｶ ﾕｳﾊ 混合　４×１００ｍ 174 鈴木　柚羽　(5) ｽｽﾞｷ ﾕｳ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
171 五十嵐　英二(6) ｲｶﾞﾗｼ ｴｲｼﾞ ６年　１００ｍ 175 武田　彩吹　(6) ﾀｹﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 混合　４×１００ｍ
172 鈴木　瑛太　(5) ｽｽﾞｷ ｴｲﾀ ８０ｍH 176 村山　知絵理(6) ﾑﾗﾔﾏ ﾁｴﾘ 混合　４×１００ｍ
174 関谷　颯真　(5) ｾｷﾔ ｿｳﾏ ５年　１００ｍ 177 笠原　そら　(6) ｶｻﾊﾗ ｿﾗ 混合　４×１００ｍ
175 渡邉　敬太　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ １０００ｍ 178 遠藤　涼音　(5) ｴﾝﾄﾞｳ ｽｽﾞﾈ 混合　４×１００ｍ
176 五十嵐　大駕(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｶﾞ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 179 三浦　朱里　(5) ﾐｳﾗ ｱｶﾘ 混合　４×１００ｍ
177 渡邉　敬太　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 混合　４×１００ｍ 180 鈴木　柚羽　(5) ｽｽﾞｷ ﾕｳ 混合　４×１００ｍ
178 五十嵐　大駕(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｶﾞ 混合　４×１００ｍ 181 石川　凛菜　(6) ｲｼｶﾜ ﾘｱﾅ 走幅跳
179 矢部　龍之裕(6) ﾔﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 混合　４×１００ｍ 182 井上　星蘭  (6) ｲﾉｳｴ ｾﾗ ８０ｍH
180 小松　一心　(5) ｺﾏﾂ ｲｯｼﾝ 混合　４×１００ｍ
181 渡邉　結生　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 混合　４×１００ｍ
182 関谷　颯真　(5) ｾｷﾔ ｿｳﾏ 混合　４×１００ｍ
183 穗積　羽空  (6) ﾎﾂﾞﾐ ﾊｸ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
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西村山 192 尾形  蓮央  (5) ｵｶﾞﾀ ﾚｵ ５年　１００ｍ 西村山 192 渡邉　　凛　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ ５年　１００ｍ

192 尾形  蓮央  (5) ｵｶﾞﾀ ﾚｵ 混合　４×１００ｍ 193 阿部　紗采　(5) ｱﾍﾞ ｻｱﾔ ５年　１００ｍ
193 細矢　慈生　(5) ﾎｿﾔ ｲﾂｷ ５年　１００ｍ 194 大場　彩希　(5) ｵｵﾊﾞ ｻｷ ５年　１００ｍ
194 熊坂　啓汰　(5) ｸﾏｻｶ ｹｲﾀ ５年　１００ｍ 195 白田　琴々　(6) ｼﾗﾀ ｺｺ ６年　１００ｍ
194 熊坂　啓汰　(5) ｸﾏｻｶ ｹｲﾀ 混合　４×１００ｍ 195 白田　琴々　(6) ｼﾗﾀ ｺｺ 混合　４×１００ｍ
195 石ケ森  倖大(6) ｲｼｶﾞﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ ６年　１００ｍ 196 後藤　　楓　(6) ｺﾞﾄｳ ｶｴﾃﾞ ６年　１００ｍ
195 石ケ森  倖大(6) ｲｼｶﾞﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ 混合　４×１００ｍ 197 林　　彩夏　(6) ﾊﾔｼ ｱﾔｶ ６年　１００ｍ
196 長岡　奏汰　(6) ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ ６年　１００ｍ 197 林　　彩夏　(6) ﾊﾔｼ ｱﾔｶ 混合　４×１００ｍ
197 大泉　真心　(6) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾄ ６年　１００ｍ 198 齋藤　和心　(6) ｻｲﾄｳ ﾆｺ ８００ｍ
198 公平　就大　(6) ｺｳﾍｲ ﾅﾘﾄ １０００ｍ 198 齋藤　和心　(6) ｻｲﾄｳ ﾆｺ 混合　４×１００ｍ
199 清野　瑛柊　(6) ｾｲﾉ ｴｲｼｭｳ １０００ｍ 199 松田　　悠　(5) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳ ８００ｍ
200 大泉　來斗　(6) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾗｲﾄ １０００ｍ 200 黒田　琳子　(5) ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝｺ ８００ｍ
201 横山　迅斗　(6) ﾖｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ ８０ｍH 201 岩井　千晴　(6) ｲﾜｲ ﾁﾊﾙ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
202 犬飼  鞍馬　(6) ｲﾇｶﾞｲ ｸﾗﾏ 走幅跳
203 髙橋　大輝　(6) ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
204 角田　琥珀　(5) ｶｸﾀﾞ ｺﾊｸ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
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男子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目 女子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目
北村山 219 大内　葉瑠　(6) ｵｵｳﾁ ﾊﾙ ８０ｍH 北村山 219 大山　咲希　(5) ｵｵﾔﾏ ｻｷ ８００ｍ

220 枡井　央介　(6) ﾏｽｲ ｵｳｽｹ ６年　１００ｍ 220 大泉　心夏　(5) ｵｵｲｽﾞﾐ ｺﾅﾂ ８００ｍ
220 枡井　央介　(6) ﾏｽｲ ｵｳｽｹ 混合　４×１００ｍ 221 後藤　穂乃花(5) ｺﾞﾄｳ ﾎﾉｶ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
221 古澤　　優　(6) ﾌﾙｻﾜ ﾕｳ 混合　４×１００ｍ 222 渡辺　舞咲　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲｻ ６年　１００ｍ
222 髙橋　健太　(6) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 混合　４×１００ｍ 222 渡辺　舞咲　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲｻ 混合　４×１００ｍ
223 菅野　　湊　(5) ｶﾝﾉ ﾐﾅﾄ ５年　１００ｍ 223 菅原　菜央　(6) ｽｶﾞﾊﾗ ﾅｵ ８００ｍ
223 菅野　　湊　(5) ｶﾝﾉ ﾐﾅﾄ 混合　４×１００ｍ 223 菅原　菜央　(6) ｽｶﾞﾊﾗ ﾅｵ 混合　４×１００ｍ
224 武田　淳平　(6) ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ １０００ｍ 224 白井　璃子　(6) ｼﾗｲ ﾘｺ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
224 武田　淳平　(6) ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 混合　４×１００ｍ 224 白井　璃子　(6) ｼﾗｲ ﾘｺ 混合　４×１００ｍ
225 佐竹　朝光　(6) ｻﾀｹ ｱｻﾋ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 225 田中　瑚陽　(6) ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
226 加藤　颯真　(6) ｶﾄｳ ｿｳﾏ 混合　４×１００ｍ 226 髙橋　咲妃　(6) ﾀｶﾊｼ ｻｷ ６年　１００ｍ
227 大内　光希　(6) ｵｵｳﾁ ﾐﾂｷ ６年　１００ｍ 226 髙橋　咲妃　(6) ﾀｶﾊｼ ｻｷ 混合　４×１００ｍ
228 小室　　奏　(6) ｺﾑﾛ ｶﾅﾃﾞ ８０ｍH 227 有路　夏葵　(6) ｱﾘｼﾞ ﾅﾂｷ ８０ｍH
229 佐々木　潤士(6) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ ６年　１００ｍ 227 有路　夏葵　(6) ｱﾘｼﾞ ﾅﾂｷ 混合　４×１００ｍ
229 佐々木　潤士(6) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 混合　４×１００ｍ 228 齋藤　楓香　(6) ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
230 山上　　澪　(6) ﾔﾏｶﾞﾐ ﾚｲ １０００ｍ 228 齋藤　楓香　(6) ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 混合　４×１００ｍ
230 山上　　澪　(6) ﾔﾏｶﾞﾐ ﾚｲ 混合　４×１００ｍ 229 渡辺　満葉　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁﾊ ５年　１００ｍ
231 小関　優太　(6) ｺｾｷ ﾕｳﾀ 走高跳 230 青野　優月　(6) ｱｵﾉ ﾕﾂﾞｷ 走幅跳
232 吉田　颯太　(6) ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾀ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 231 鎌田　このみ(6) ｶﾏﾀ ｺﾉﾐ 走高跳
233 庄司　律輝　(5) ｼｮｳｼﾞ ﾘﾂｷ ５年　１００ｍ 232 浅野　結凪　(6) ｱｻﾉ ﾕｲﾅ ６年　１００ｍ
234 小室　　煌　(5) ｺﾑﾛ ﾋｶﾙ １０００ｍ 232 浅野　結凪　(6) ｱｻﾉ ﾕｲﾅ 混合　４×１００ｍ
235 山本　雄大　(5) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 233 横尾　優杏　(6) ﾖｺｵ ﾕｳｱ ８００ｍ
236 大場　　侑　(6) ｵｵﾊﾞ ﾕｳ 混合　４×１００ｍ 234 山田　　蘭　(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾗﾝ ５年　１００ｍ
237 渡辺　翔斗　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ １０００ｍ 235 半田　愛理　(5) ﾊﾝﾀﾞ ｱｲﾘ ５年　１００ｍ
238 阿部　清太朗(6) ｱﾍﾞ ｾｲﾀﾛｳ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 236 佐藤　杏樹　(6) ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 混合　４×１００ｍ
239 大山　優翔　(6) ｵｵﾔﾏ ﾕｳﾄ 走幅跳 237 井上　琴葉　(6) ｲﾉｳｴ ｺﾄﾊ 混合　４×１００ｍ
240 今田　陽翔　(5) ｺﾝﾀ ﾊﾙﾄ ５年　１００ｍ 238 小林　愛結　(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ ５年　１００ｍ
240 今田　陽翔　(5) ｺﾝﾀ ﾊﾙﾄ 混合　４×１００ｍ 239 菅藤　茉央　(6) ｶﾝﾄｳ ﾏｵ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
241 髙橋　颯翔　(6) ﾀｶﾊｼ ﾌｳﾄ ６年　１００ｍ 240 小牧　紅里　(6) ｺﾏｷ ｱｶﾘ ８０ｍH
241 髙橋　颯翔　(6) ﾀｶﾊｼ ﾌｳﾄ 混合　４×１００ｍ 241 髙橋　優希音(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾈ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
242 加藤　絢人　(6) ｶﾄｳ ｱﾔﾄ 混合　４×１００ｍ 242 森　優望愛　(6) ﾓﾘ ﾕﾉｱ ６年　１００ｍ
243 菅野　真南斗(5) ｽｶﾞﾉ ﾏﾅﾄ ５年　１００ｍ 242 森　優望愛　(6) ﾓﾘ ﾕﾉｱ 混合　４×１００ｍ

243 斎藤　那智　(6) ｻｲﾄｳ ﾅﾁ 混合　４×１００ｍ
244 髙橋　心優　(6) ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ 混合　４×１００ｍ
245 伊藤　優里　(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾘ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

“日清食品カップ”第３８回山形県小学生陸上競技交流大会　 兼　山形県小学生陸上競技大会



男子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目 女子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目
新庄 254 沼澤　大翔　(6) ﾇﾏｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 走幅跳0 新庄 254 大場　望愛　(6) ｵｵﾊﾞ ﾉｱ ６年　１００ｍ

255 岸　　晄成　(6) ｷｼ ｺｳｾｲ ６年　１００ｍ 254 大場　望愛　(6) ｵｵﾊﾞ ﾉｱ 混合　４×１００ｍ
255 岸　　晄成　(6) ｷｼ ｺｳｾｲ 混合　４×１００ｍ 255 富田　羽海　(6) ﾄﾐﾀ ｳﾐ ８００ｍ
256 高橋　那智　(6) ﾀｶﾊｼ ﾅﾁ ６年　１００ｍ 255 富田　羽海　(6) ﾄﾐﾀ ｳﾐ 混合　４×１００ｍ
256 高橋　那智　(6) ﾀｶﾊｼ ﾅﾁ 混合　４×１００ｍ 256 早坂　璃音　(6) ﾊﾔｻｶ ﾘｵﾝ 走幅跳
257 柴田　幸海　(6) ｼﾊﾞﾀ ｺｳ 混合　４×１００ｍ 256 早坂　璃音　(6) ﾊﾔｻｶ ﾘｵﾝ 混合　４×１００ｍ
258 根川　成道　(6) ﾈｶﾞﾜ ﾅﾘﾐﾁ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 257 笹原　菜々聖(6) ｻｻﾊﾗ ﾅﾅｾ ５年　１００ｍ
259 大林　士優汰(5) ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾄｳﾀ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 258 小向　凛音　(6) ｺﾑｶｲ ﾘﾝﾈ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
260 井上　礼温　(6) ｲﾉｳｴ ﾚｵﾝ １０００ｍ 259 石山　心優　(6) ｲｼﾔﾏ ﾐﾕ ６年　１００ｍ
261 柿崎　太冴　(6) ｶｷｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ ５年　１００ｍ 260 阿部　　葵　(6) ｱﾍﾞ ｱｵｲ ６年　１００ｍ
262 浅野　晃史朗(6) ｱｻﾉ ｺｳｼﾛｳ ５年　１００ｍ 260 阿部　　葵　(6) ｱﾍﾞ ｱｵｲ 混合　４×１００ｍ
263 星川　亜唯斗(6) ﾎｼｶﾜ ｱｲﾄ ６年　１００ｍ 261 大場　すみれ(5) ｵｵﾊﾞ ｽﾐﾚ ５年　１００ｍ
264 矢口　竜士　(6) ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ １０００ｍ 262 八鍬　ちか　(6) ﾔｸﾜ ﾁｶ 混合　４×１００ｍ
265 阿部　弦太　(6) ｱﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 263 後藤　朱羽　(6) ｺﾞﾄｳ ｽﾜ 混合　４×１００ｍ
266 沼澤　直太　(6) ﾇﾏｻﾞﾜ ﾅｵﾀ 走高跳 264 五十嵐　柚奈(5) ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾅ ８００ｍ
266 沼澤　直太　(6) ﾇﾏｻﾞﾜ ﾅｵﾀ 混合　４×１００ｍ 265 川又　紗空　(6) ｶﾜﾏﾀ ｻﾗ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
267 柴田　侍我　(6) ｼﾊﾞﾀ ﾗｲｶﾞ 混合　４×１００ｍ 266 髙橋　夢叶　(5) ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
268 野尻　煌月　(5) ﾉｼﾞﾘ ｵｳｶﾞ 混合　４×１００ｍ 267 阿部　唯花　(6) ｱﾍﾞ ｲﾁｶ ８０ｍH
269 佐藤　悠仁　(5) ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ １０００ｍ 268 髙橋　咲羽　(5) ﾀｶﾊｼ ｻﾜ ５年　１００ｍ
270 梅津　奏斗　(5) ｳﾒﾂ ｶﾅﾄ ５年　１００ｍ 269 二戸部　柚茉(6) ﾆﾄﾍﾞ　ﾕﾏ ８０ｍH
271 荒木　崇太　(6) ｱﾗｷ　ｼｭｳﾀ 混合　４×１００ｍ 269 二戸部　柚茉(6) ﾆﾄﾍﾞ　ﾕﾏ 混合　４×１００ｍ
272 松坂　風希　(5) ﾏﾂｻﾞｶ　ﾌｳｷ 混合　４×１００ｍ 270 斉藤　希歩　(6) ｻｲﾄｳ　ﾉｿﾞﾐ 混合　４×１００ｍ

271 八鍬　愛蓮　(5) ﾔｸﾜ ｴﾚﾝ ８００ｍ
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男子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目 女子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目
鶴岡 281 佐藤　來礼　(6) ｻﾄｳ ﾗｲ ６年　１００ｍ 鶴岡 281 渡部　心春　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ ８０ｍH

281 佐藤　來礼　(6) ｻﾄｳ ﾗｲ 混合　４×１００ｍ 281 渡部　心春　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 混合　４×１００ｍ
282 田宮　煌斗　(6) ﾀﾐﾔ ｷﾗﾄ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 282 後藤　瑚々音(6) ｺﾞﾄｳ ｺｺﾈ 混合　４×１００ｍ
282 田宮　煌斗　(6) ﾀﾐﾔ ｷﾗﾄ 混合　４×１００ｍ 283 鈴木　光璃　(5) ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ ８００ｍ
283 佐藤　志音　(6) ｻﾄｳ ｼｵﾝ １０００ｍ 284 齋藤　美沙紀(6) ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ 混合　４×１００ｍ
284 渡部　丈琉　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 走幅跳 285 難波　柚衣　(6) ﾅﾝﾊﾞ ﾕｲ ６年　１００ｍ
285 佐藤　佑哉　(5) ｻﾄｳ ﾕｳﾔ ５年　１００ｍ 285 難波　柚衣　(6) ﾅﾝﾊﾞ ﾕｲ 混合　４×１００ｍ
286 中村　一敦　(6) ﾅｶﾑﾗ ｲﾂﾞﾙ １０００ｍ 286 後藤　柚希　(6) ｺﾞﾄｳ ﾕｽﾞｷ ６年　１００ｍ
287 冨樫　駿太　(6) ﾄｶﾞｼ ｼｭﾝﾀ ６年　１００ｍ 286 後藤　柚希　(6) ｺﾞﾄｳ ﾕｽﾞｷ 混合　４×１００ｍ
287 冨樫　駿太　(6) ﾄｶﾞｼ ｼｭﾝﾀ 混合　４×１００ｍ 287 菅原　紗英　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｻｴ ６年　１００ｍ
288 上竹　遼之介(6) ｳｴﾀｹ ﾘｮｳﾉｽｹ ６年　１００ｍ 287 菅原　紗英　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｻｴ 混合　４×１００ｍ
288 上竹　遼之介(6) ｳｴﾀｹ ﾘｮｳﾉｽｹ 混合　４×１００ｍ 288 大野　愛心　(6) ｵｵﾉ ﾏﾅﾐ ８００ｍ
289 石井　隼翔　(6) ｲｼｲ ﾊﾔﾄ １０００ｍ 288 大野　愛心　(6) ｵｵﾉ ﾏﾅﾐ 混合　４×１００ｍ
290 上林　蒼空　(6) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 走高跳 289 栗田　結奈　(6) ｸﾘﾀ ﾕｲﾅ ８０ｍH
290 上林　蒼空　(6) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 混合　４×１００ｍ 290 加藤　花波　(6) ｶﾄｳ ﾊﾅ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
291 小林　統也　(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳﾔ ８０ｍH 291 五十嵐　花凜(6) ｲｶﾞﾗｼ ｶﾘﾝ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
291 小林　統也　(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳﾔ 混合　４×１００ｍ 292 上林　凛乃　(5) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾘﾉ ５年　１００ｍ
292 佐藤　碧泉　(6) ｻﾄｳ ｱｵｲ 混合　４×１００ｍ 293 五十嵐　心愛(6) ｲｶﾗｼ ｺｺｱ ８００ｍ
293 齋藤　　蒼　(6) ｻｲﾄｳ ｿｳ 混合　４×１００ｍ 294 新矢　凜心　(6) ｼﾝﾔ ﾘｺ ６年　１００ｍ
294 佐藤　奏乃介(6) ｻﾄｳ ｿｳﾉｽｹ ６年　１００ｍ 294 新矢　凜心　(6) ｼﾝﾔ ﾘｺ 混合　４×１００ｍ
294 佐藤　奏乃介(6) ｻﾄｳ ｿｳﾉｽｹ 混合　４×１００ｍ 295 佐藤　キラ　(6) ｻﾄｳ ｷﾗ 混合　４×１００ｍ
295 佐藤　伶音　(6) ｻﾄｳ ﾚｵﾝ 混合　４×１００ｍ 296 雲井　里帆　(6) ｸﾓｲ ﾘﾎ 混合　４×１００ｍ
296 白幡　想空　(6) ｼﾗﾊﾀ ｿｳ 混合　４×１００ｍ 297 石井　楠海　(6) ｲｼｲ ﾅﾅｶ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
297 田澤　啓太　(5) ﾀｻﾞﾜ ｹｲﾀ ５年　１００ｍ 298 佐藤　　晴　(5) ｻﾄｳ ｾｲ ５年　１００ｍ
298 菅井　琉惟　(6) ｽｶﾞｲ ﾙｲ ８０ｍH 299 河野　茉央　(6) ｶﾜﾉ ﾏｵ 走幅跳
299 佐藤　彪真　(6) ｻﾄｳ ﾋｭｳﾏ 走高跳 300 石塚　心結　(6) ｲｼﾂﾞｶ ﾐｳ ８０ｍH
300 太田　悠生　(6) ｵｵﾀ ﾊﾙｷ 走幅跳 301 叶野　　杏　(6) ｶﾉ ｷｮｳ 走高跳
301 安達　絆翔　(6) ｱﾀﾞﾁ ﾘｵﾄ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 302 齋藤　花音　(6) ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ ５年　１００ｍ
302 佐藤　航平　(6) ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ ８０ｍH 303 小野寺　由衣(5) ｵﾉﾃﾞﾗ  ﾕｲ 走高跳
303 佐藤　初春　(6) ｻﾄｳ ｳｲﾊﾙ １０００ｍ 304 冨樫　悠花　(6) ﾄｶﾞｼ  ﾊﾙｶ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
304 釼持　奏斗　(5) ｹﾝﾓﾁ  ｶﾅﾄ ５年　１００ｍ 305 中村　　円　(6) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ ８００ｍ
305 齋藤　宗佑　(6) ｻｲﾄｳ ｼｭｳｽｹ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 306 清野　心花　(5) ｾｲﾉ ｺｺﾅ ８００ｍ
306 齋藤　葵羅　(6) ｻｲﾄｳ ｷﾗ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 307 太田　咲彩　(6) ｵｵﾀ ｻｱﾔ 走幅跳
307 久保田　龍　(5) ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳ ５年　１００ｍ 308 本間　　花　(5) ﾎﾝﾏ ﾊﾅ ５年　１００ｍ
308 寒河井　大地(5) ｻｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ ５年　１００ｍ 309 安藤　咲和　(5) ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾜ ５年　１００ｍ
309 菅原　聡太　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ ６年　１００ｍ 310 五十嵐　絆　(6) ｲｶﾗｼ ｷｽﾞﾅ ６年　１００ｍ
309 菅原　聡太　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 混合　４×１００ｍ 310 五十嵐　絆　(6) ｲｶﾗｼ ｷｽﾞﾅ 混合　４×１００ｍ
310 國井　一那　(5) ｸﾆｲ ｶｽﾞﾄ １０００ｍ 311 秋野　里桜　(5) ｱｷﾉ ﾘｵ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
311 足達　一景　(6) ｱﾀﾞﾁ ｲｯｹｲ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 312 塚形　笑里　(6) ﾂｶｶﾞﾀ ｴﾐﾘ 混合　４×１００ｍ
311 足達　一景　(6) ｱﾀﾞﾁ ｲｯｹｲ 混合　４×１００ｍ 313 吉泉　希美　(6) ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 混合　４×１００ｍ
312 富樫　聖太　(5) ﾄｶﾞｼ ｼｮｳﾀ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
313 志田　湊也　(6) ｼﾀﾞ ｿｳﾔ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
313 志田　湊也　(6) ｼﾀﾞ ｿｳﾔ 混合　４×１００ｍ
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男子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目 女子 ゼッケン番号 氏名(学年) ﾌﾘｶﾞﾅ 種目
酒田 326 富樫　　亮　(6) ﾄｶﾞｼ ﾘｮｳ ６年　１００ｍ 酒田 326 村上　心優　(5) ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕ ８００ｍ

327 今野　壱颯　(6) ﾄｶﾞｼ ｲｯｻ ６年　１００ｍ 333 菅原　りさ  (6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ ６年　１００ｍ
328 佐藤　明秀　(6) ｻﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 333 菅原　りさ  (6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ 混合　４×１００ｍ
329 堀　　絢登　(5) ﾎﾘ ｱﾔﾄ ５年　１００ｍ 334 小田　桃子　(6) ｵﾀﾞ ﾓﾓｺ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
330 岡田　彪冴　(6) ｵｶﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ １０００ｍ 334 小田　桃子　(6) ｵﾀﾞ ﾓﾓｺ 混合　４×１００ｍ
331 田代　孝太郎(6) ﾀｼﾛ ｺｳﾀﾛｳ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 335 佐藤　友里　(6) ｻﾄｳ ﾕﾘ ６年　１００ｍ
332 菅原　　湊　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅﾄ １０００ｍ 335 佐藤　友里　(6) ｻﾄｳ ﾕﾘ 混合　４×１００ｍ
333 石堂　榛馬　(6) ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾏ ６年　１００ｍ 336 佐々木　愛花(6) ｻｻｷ ﾏﾅｶ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
333 石堂　榛馬　(6) ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾏ 混合　４×１００ｍ 336 佐々木　愛花(6) ｻｻｷ ﾏﾅｶ 混合　４×１００ｍ
334 櫻井　　翔　(6) ｻｸﾗｲ ｼｮｳ ６年　１００ｍ 337 村上　さくら(6) ﾑﾗｶﾐ ｻｸﾗ 走高跳
334 櫻井　　翔　(6) ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 混合　４×１００ｍ 338 齋藤　未来　(6) ｻｲﾄｳ ﾐｸ ８００ｍ
335 庄司　陽音　(6) ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙﾄ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 339 塩見　優菜　(6) ｼｵﾐ ﾕﾅ ６年　１００ｍ
335 庄司　陽音　(6) ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 混合　４×１００ｍ 339 塩見　優菜　(6) ｼｵﾐ ﾕﾅ 混合　４×１００ｍ
336 山木　大貴　(6) ﾔﾏｷ ﾀﾞｲｷ １０００ｍ 340 池田　芽生　(6) ｲｹﾀﾞ ﾒｲ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
336 山木　大貴　(6) ﾔﾏｷ ﾀﾞｲｷ 混合　４×１００ｍ 340 池田　芽生　(6) ｲｹﾀﾞ ﾒｲ 混合　４×１００ｍ
337 住石　悠真　(6) ｽﾐｲｼ ﾊﾙﾏ １０００ｍ 341 渋谷　杏俐　(5) ｼﾌﾞﾔ ｱﾝﾘ ５年　１００ｍ
338 五十嵐　優月(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾂﾞｷ 走高跳 341 渋谷　杏俐　(5) ｼﾌﾞﾔ ｱﾝﾘ 混合　４×１００ｍ
338 五十嵐　優月(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾂﾞｷ 混合　４×１００ｍ 342 富樫　　叶　(5) ﾄｶﾞｼ ｶﾉ ５年　１００ｍ
339 佐藤　陽斗　(5) ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ ５年　１００ｍ 343 守屋　里緒　(5) ﾓﾘﾔ ﾘｵ ５年　１００ｍ
339 佐藤　陽斗　(5) ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 混合　４×１００ｍ 343 守屋　里緒　(5) ﾓﾘﾔ ﾘｵ 混合　４×１００ｍ
340 佐藤　壮真　(5) ｻﾄｳ ﾊﾙﾏ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 344 永澤　実音　(5) ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｵ ８００ｍ
340 佐藤　壮真　(5) ｻﾄｳ ﾊﾙﾏ 混合　４×１００ｍ 344 永澤　実音　(5) ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｵ 混合　４×１００ｍ
341 伊藤　悠真　(5) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ５年　１００ｍ 345 髙橋　美怜　(5) ﾀｶﾊｼ ﾐﾚｲ ５年　１００ｍ
341 伊藤　悠真　(5) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 混合　４×１００ｍ
342 髙橋　大河　(5) ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ ５年　１００ｍ
342 髙橋　大河　(5) ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ 混合　４×１００ｍ
343 早藤　天音　(5) ﾊﾔﾌｼﾞ ﾀｶﾄ 走高跳
344 佐原　旭希　(5) ｻﾊﾗ ｱｻｷ ５年　１００ｍ
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