
期　　　日　 7/21～7/22 決勝(トラック・フィールド)記録表(男) 総務 長澤　吉輝　東海林憲男　八矢　俊男

陸　協　名　山形陸上競技協会 競技会名 記録主任 仁藤　重司

主催団体名　山形陸上競技協会 競技場名　山形あかねヶ丘陸上競技場　　０６３０８０ 記録員 日下部　登

期日 種目

１年　100M 黒田　琢也 山形第十 我妻　誉浩 米沢第一 石黒　順也 酒田第五 草苅　祥太 最上 佐藤　勇希 上山南 小林　和貴 高畠第四 菅　　修平 大石田第一 遠藤　　守 山形第三

+1.4 12”16 12”27 12”41 12”43 12”43 12”44 12”57 12”78

２年　100M 遠藤　優希 米沢第六 阿部　孝司 東根第一 奥山アスカ 神町 伊藤　俊輔 山辺 中野　洋介 河北 稲毛　大貴 蔵王第一 佐藤　良樹 小国 八鍬　光貴 大蔵

+1.2 11”43 11”55 11”64 12”00 12”14 12”24 12”33 12”36

３年　100M 小川　雅義 山形第六 遠藤　諒人 米沢第五 鎌田　　卓 新庄 武田  貴大 山形第四 齋藤　和磨 川西第一 横川　友亮 山形第一 多田　竜也 山辺 姉崎　　武 真室川

-1.3 11”19 11”37 11”57 11”64 11”65 11”73 11”88 12”03

200M 遠藤　諒人 米沢第五 鎌田　　卓 新庄 横川　友亮 山形第一 遠藤　優希 米沢第六 阿部　孝司 東根第一 武田  貴大 山形第四 武田　空樹 神町 佐藤　直人 温海

+0.4 23秒26 23秒35 23秒40 23秒42 23秒98 24秒10 24秒10 24秒12

千葉　優人 上山南 小川　大地 宮川 渡邊　修平 金井 柴田　雄大 楯岡 高瀬　　諒 余目 髙橋　孝明 河北 大場　竜之 酒田第六 角田　明聡 陵南

52”36 53”66 54”04 54”34 54”56 54”77 55”39 55”45

伊藤　弘毅 米沢第二 石山　博一 山形第五 渡邊　修平 金井 田中　大地 肘折 斎藤　勇希 河北 正野　雄士 金山 斉藤　大翼 河北 萩原　真人 宮内

2’00”40 2’01”13 2’04”81 2’05”17 2’06”26 2’06”87 2’07”26 2’13”62

古澤　　徹 戸沢 菅井　大地 米沢第一 小林　　駿 明倫 佐々木健太 上山北 菅原　啓典 遊佐 佐藤　広青 陵西 星川　　聖 福原 高野　　光 白鷹西

4’30”89 4’31”19 4’38”04 4’38”83 4’39”45 4’43”24 4’43”70 4’45”51

横山　雄太 米沢第二 菅野　彰人 尾花沢 伊藤　大輔 酒田第五 木野安騎史 金井 齋藤　　周 藤島 橘　　裕気 藤島 小林　茂樹 米沢第五 石山　博一 山形第五

4’07”69 4’12”42 4’12”97 4’14”14 4’14”36 4’14”71 4’14”82 4’17”04

横山　雄太 米沢第二 松元　　航 米沢第二 佐藤　研人 東根第一 佐藤　　隼 飛鳥 紺野　　凌 白鷹東 菅野　彰人 尾花沢 橘　　裕気 藤島 齋藤　　周 藤島

8’59”61 （大会新） 9’05”13 9’06”70 9’12”02 9’21”00 9’24”28 9’24”97 9’27”26

110HM 小川　雅義 山形第六 千葉　優人 上山南 佐藤　貴人 酒田第四 小松龍之介 葉山 庄司　　光 藤島 庄司　　廉 及位 柴田　和貴 楯岡 高橋　周平 余目

0.0 14”68 15”50 15”70 15”81 15”98 16”20 16”49 16”49

最上 白鷹東 米沢第一 酒田第四 河北 高畠第四 余目 天童第一

48"97 49"38 49"40 49"61 49"76 49"92 50"05 50"36

草苅　祥太 奥山　貴晶 芳賀　優亮 海藤　弦太 槙　　幸太 小林　和貴 今野　拓磨 蜂谷　薫駿

菅嶋　一平 弦木　　優 我妻　誉浩 齋藤　顕立 川野　福大 我妻　亮太 高橋　周平 武田　脩平

笠原　大夢 漆山　健太 星野謙志郎 髙橋　諒太 石垣　和哉 小関　大士 大井　　隆 丹野　伸孝

佐藤　翔太 川村　賢吾 髙野  　武 齋藤　雅人 半澤　　直 渡部　稔貴 佐々木健太 田中　隆美

山辺 河北 山形第六 新庄 神町 東根第一 山形第一 宮川

45"42 45"56 45"78 45"79 46"09 46"23 46"45 47"37

土屋　耕太 逸見　　秀 寒河江春樹 鬼嶋　　秀 高橋　優輔 外塚　美博 冨塚　　健 木村　　晋

伊藤　俊輔 中野　洋介 阿部　　光 村岡　敬太 奥山アスカ 佐藤　直紀 横川　友亮 金原　和徳

髙橋　　輝 堀口　元気 武田　章吾 井上　　薫 武藤　雄大 柴田　　悟 佐藤　雄康 木村　哲也

多田　竜也 髙橋　孝明 小川　雅義 鎌田　　卓 武田　空樹 阿部　孝司 会田　　航 小川　大地

髙橋　和樹 上山南 多田　竜也 山辺 米野　敬介 小国 高橋　千里 藤島 加賀　康介 宮沢 今野　勝貴 大江 佐藤　雄康 山形第一 深瀬　亮太 米沢第三

6m69 (+0.4) 6m20 (+1.7) 6m14 (+1.4) 6m09 (+0.6) 5m99 (+1.5) 5m96 (+1.5) 5m76 (+1.9) 5m75 (+0.7)

工藤　健太 山形第三 麥沢　圭祐 酒田第四 芦野　敏也 葉山 会田　　航 山形第一 成田　　貴 藤島 大河原竜司 川西第一 荒木　義樹 大石田第一

奥山　大二郎 日新

1m73 1m70 1m70 1m65 1m65 1m60 1m60

髙橋　拓真 葉山 柴田　恭平 楯岡 増田　誠也 楯岡 渡辺　達也 葉山 佐藤　祥樹 鶴岡第一 四釜　智康 長井北 石川　典和 余目

3m60 3m40 3m30 3m30 2m90 2m70 2m60

重野　嘉人 長井南 髙橋　貴大 沖郷 岩瀬　史明 上山南 伊藤　　悟 西川 池田　樹生 藤島 金子　尭宙 高畠第一 大場　清和 舟形 宮下　純平 山形第一

12m56 11m48 11m01 10m75 10m65 10m54 10m19 10m17

高瀬　　諒 余目 東海林裕弥 東根第一 川田　泰紀 楯岡 庄司　　光 藤島 永井　亮太 日新 高橋　広海 米沢第四 峯田　清人 山辺 金原　和徳 宮川

2187P 2148P 2085P 1995P 1967P 1929P 1915P 1880P

110mH 110mH 110mH 110mH 110mH 110mH 110mH 110mH

砲丸投 9m48 砲丸投 11m17 砲丸投 10m53 砲丸投 10m37 砲丸投 9m24 砲丸投 10m13 砲丸投 9m94 砲丸投 8m28

走高跳 1m50 走高跳 1m50 走高跳 1m66 走高跳 1m35 走高跳 1m55 走高跳 1m50 走高跳 1m55 走高跳 1m50

400m 54"21 400m 57"31 400m 55"79 400m 58"37 400m 57"64 400m 57"50 400m 58"54 400m 55"844種競技
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7/22 走幅跳

7/21 走高跳

7/21 棒高跳

7/22 砲丸投

7/21～
7/22

7/22 3000M

7/22

低4×100MR

7/22 4×100MR

400M

7/22 800M

7/21 1年1500M

1500M

7位 8位

ト
ラ
ッ
ク

7/21

7/21

7/21

7/22

7/21

7/21

7/22

1位 2位 3位 4位 5位 6位

17"20(+1.4) 17"78(+1.0) 17"80(+1.4) 17"80(+1.4)16"18(+0.3) 16"35(+1.0) 18"38(+1.4) 15"99(+1.4)



期　　　日　 7/21～7/22 決勝(トラック・フィールド)記録表(女) 審判長 長澤　吉輝　東海林憲男　八矢　俊男

陸　協　名　山形陸上競技協会 競技会名 記録主任 仁藤　重司

主催団体名　山形陸上競技協会 競技場名　山形あかねヶ丘陸上競技場　　０６３０８０ 記録員 日下部　登

期日 種目

１年　100M 齋藤　聖菜 神町 五十嵐さくら 最上 鈴木　里美 赤湯 髙橋　裕佳 余目 下山保奈美 楯岡 武田  茄奈 酒田第三 安藤結莉菜 高畠第二 渡部　瑳恵 長井北

+1.4 13”22 13”41 13”56 13”59 13”76 13”88 13”90 14”02

２年　100M 佐藤　　愛 米沢第六 高橋　美咲 川西第一 伊藤　有沙 酒田第四 海藤　瑞絵 神町 佐藤　成実 飛鳥 原田　　繭 神町 村川　早知 山形第七 阿部　杏奈 余目

+0.6 12”84 13”12 13”15 13”16 13”19 13”35 13”44 13”78

３年　100M 五十嵐理沙 上山北 小川　梨花 最上 髙嶋　桃子 東根第一 土屋　文香 亀井田 百瀬　　舞 余目 小関　果未 山形第七 渡邉　泉美 上山北 細谷　昌来 山形第五

0.0 12”32 （大会新） 12”83 12”90 13”12 13”12 13”15 13”27 13”37

200M 五十嵐理沙 上山北 小川　梨花 最上 柿崎　美里 米沢第三 土屋　文香 亀井田 小関　果未 山形第七 高橋　美咲 川西第一 御舩千瑛里 酒田第六 佐藤　　愛 米沢第六

+1.2 26”19 26”58 26”72 26”97 27”38 27”39 27”52 27”62

富樫　  舞 藤島 杉沼　華子 玉野 原田　初美 尾花沢 兵藤　亜耶 八幡 阿部　萌里 蔵王第一 佐藤　浩華 米沢第六 木村芙有加 上山南 小林　愛実 赤湯

2’18”89 2’19”98 2’21”50 2’24”17 2’25”04 2’25”76 2’26”48 2’27”19

木村芙有加 上山南 小林　文香 米沢第五 原田千絵美 宮沢 渡邉　志保 米沢第三 稲田　彩香 余目 阿部　栞里 蔵王第一 小野　莉奈 大蔵 秦　　七海 長井南

4’51”16 4’52”09 5’00”91 5’01”27 5’01”29 5’01”61 5’01”87 5’11”28

池田　理紗 八幡 佐藤彩紀子 山形第十 井上まどか 米沢第一 阿部　萌里 蔵王第一 戸屋砂沙美 米沢第一 加地　明里 米沢第四 兵藤　亜耶 八幡 三浦　友維 玉野

4’51”67 4’52”00 4’52”61 4’53”78 4’54”13 4’55”32 4’56”42 4’57”36

100HM 浅井　智佐 長井北 池田　凪沙 余目 遠藤紗耶香 米沢第三 山本  海鈴 酒田第三 安達　由紀 山形第五 近藤花寿美 山形第七 叶野　聖凪 鶴岡第二 山口　　藍 東根第一

-0.3 15秒44 15秒60 15秒95 16秒02 16秒13 16秒33 16秒73 17秒17

神町 白鷹東 楯岡 酒田第三 赤湯 余目 山形第五 上山北

51"27 53"45 53"56 53"83 54"01 54"27 54"77 55"42

五十嵐仁美 髙橋　美緒 齋藤　　栞 久留  渓香 髙梨　千明 佐藤　　果 佐藤ひかる 山田　夏輝

齋藤　聖菜 小形　聡美 下山保奈美 武田  茄奈 大御　紅里 髙橋　裕佳 今野　智実 村山　　晶

原田　　繭 佐藤　優香 菊地　桃映 髙橋  知容 柳元　麻里 川井　彩華 加藤　詩織 荘司　未来

海藤　瑞絵 長谷川智子 柴田　彩夏 長谷川久美 鈴木　里美 斎藤ちひろ 奥山　彩可 渡辺　沙智

上山北 東根第一 遊佐 余目 川西第一 山形第五 藤島 山形第二

50"76 51"11 51"11 51"31 52"36 52"52 52"68 53"20

氏家　麻衣 安達　美咲 五十嵐真美 阿部　杏奈 大城　　葵 深瀬　直実 矢内　  光 杉森　萌麗

渡邉　泉美 髙嶋　桃子 小野寺和紗 百瀬　　舞 高橋　美咲 山口　結莉 奥泉　  舞 高橋芙由子

石黒奈都美 佐藤　　瞳 今野ひいろ 池田　凪沙 橋本　瑞希 安達　由紀 吉住　友紀 鈴木　絵理

五十嵐理沙 横山　麗美 白幡  紗英 渡部　祐香 藤倉　由有 細谷　昌来 石橋　  馨 大沼　瞭子

上野　沙耶 櫛引 茂木　　梓 河北 南齋　未緒 米沢第一 細谷　昌来 山形第五 吉住　友紀 藤島 山口　結莉 山形第五 大城　　葵 川西第一 山口　怜佳 米沢第二

5m02 (+1.3) 4m99 (+0.9) 4m89 (+0.3) 4m88 (+1.2) 4m87 (+0.9) 4m84 (0.0) 4m83 (+0.6) 4m72 (+0.8)

阿部　奈生 山形第五 安部瑛里奈 米沢第三 本間  千鶴 遊佐 鈴木　  結 藤島 高橋　未希 玉野 佐藤恵梨子 天童第三 高岡　　楓 神町

岡崎　令奈 山形第六 山崎　愛深 山形第五

大類　成美 天童第四

土田　瑞華 西川

1m54 1m51 1m51 1m48 1m45 1m40 1m35

奥泉　  舞 藤島 清和　華琳 櫛引 岡崎　一葉 蔵王第二 釼持沙矢佳 櫛引 庄司　真優 陵南 矢作　莉奈 楯岡 菅井　　舞 朝日 豊嶋　早織 常盤

12m50 11m59 11m23 10m38 10m28 10m15 10m10 10m10

遠藤紗耶香 米沢第三 百瀬　　舞 余目 鈴木　　結 藤島 横山　麗美 東根第一 坂上　　愛 舟形 佐藤　愛里 米沢第六 高岡　　楓 神町 荘司　未来 上山北

2424P 2422P 2205P 2081P 1871P 1867P 1799P 1770P

100mH 100mH 100mH 100mH 100mH 100mH 100mH 100mH

走高跳 1m46 走高跳 1m40 走高跳 1m46 走高跳 1m30 走高跳 1m35 走高跳 1m25 走高跳 1m40 走高跳 1m20

砲丸投 10m32 砲丸投 9m53 砲丸投 8m06 砲丸投 7m90 砲丸投 8m37 砲丸投 7m06 砲丸投 7m37 砲丸投 9m17

200m 200m 200m 200m 200m 200m 200m 200m

18"08(+1.2)

30"50(-1.0)

18"23(0.0)

29"49(-0.5)

16"16(0.0)

28"60(+0.8)

18"01(+0.6)

29"73(+0.8)

16"93(+0.6)

28"86(-1.0)

15"80(+1.2)

28"95(+0.8)

16"11(+0.6)

27"02(+0.8)

16"06(0.0)

29"49(+0.8)

7/22 4×100MR
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ド

7/21 砲丸投

7/21～
7/22 4種競技
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7/22

7/21

7/21 1年1500M

7/22 走高跳

7/21 走幅跳

1500M

7/22

7/21

低4×100MR

7/22 800M

7位5位 6位

7/21

7/21

8位1位 2位 3位 4位

7/22



陸上 学校対抗得点

男子 学校 点数 備考

1位 米沢第二 23点

2位 上山南 23点

3位 東根第一 17点

女子 学校 点数 備考

1位 米沢第三 22点

2位 藤島 21点

3位 余目 21点

男女総合 学校 点数 備考

1位 藤島 35点

2位 上山南 29点

3位 余目 29点

（優勝数による）

（優勝数による）

（優勝数による）
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