
第５５回山形県中学校総合体育大会　陸上競技大会 2015年7月25日(土)～26日(日)
兼　第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会山形県予選会 決勝一覧表
兼　第７０回国民体育大会陸上競技山形県予選会 酒田市光ケ丘陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子１年 7/25 １００ｍ 伊藤　悠音　１ 12.10 中條扇之介　１ 12.18 島貫　達也　１ 12.54 須賀　龍稀　１ 12.68 鈴木　豪馬　１ 12.72 武田　渉夢　１ 12.82 梅津　祐希　１ 12.88 外崎　永人　１ 12.91

赤湯 -0.3 酒田第四 -0.3 赤湯 -0.3 米沢第六 -0.3 山大附属 -0.3 山形第二 -0.3 鶴岡第四 -0.3 遊佐 -0.3 
男子２年 7/25 １００ｍ 難波　磨人　２ 11.80 佐原倫太朗　２ 11.84 前田　　翼　２ 11.86 鳴海　大雅　２ 11.93 橋本　　魁　２ 11.96 鈴木　翔斗　２ 12.09 菊地　悠平　２ 12.09 金　　直宏　２ 12.10

市立朝日  0.0 酒田第四  0.0 山形第三  0.0 大蔵  0.0 山形第十  0.0 鶴岡第三  0.0 長井北  0.0 小国  0.0 
男子３年 7/25 １００ｍ 熊田　青空　３ 11.44 佐藤　　琳　３ 11.60 岩田　和樹　３ 11.63 村上　大樹　３ 11.65 大黒　絢詞　３ 11.75 横尾　　周　３ 11.76 髙橋　響優　３ 11.77

藤島 +1.8 楯岡 +1.8 山形第三 +1.8 酒田第三 +1.8 上山北 +1.8 天童第一 +1.8 酒田第四 +1.8 

男子共通 7/26 ２００ｍ 髙橋　響優　３ 22.86 岩田　和樹　３ 23.16 横尾　　周　３ 23.52 佐藤　一成　３ 23.59 奥山　　輝　３ 23.76 遠藤　寛人　３ 23.76 佐竹弘太朗　３ 23.99 菖蒲  裕太　３ 24.05
酒田第四 +1.8 山形第三 +1.8 天童第一 +1.8 米沢第六 +1.8 赤湯 +1.8 大石田 +1.8 米沢第五 +1.8 陵西 +1.8 

男子共通 7/25 ４００ｍ 遠藤　寛人　３ 52.47 近　　悠大　３ 53.02 庄司　真彦　３ 53.28 今野　　凜　３ 53.44 渡辺慶太郎　２ 54.13 安達　　蓮　３ 54.30 吉川　叶大　３ 54.85 明間　大晟　３ 55.60
大石田 山形第一 金井 藤島 陵南 大石田 上山南 米沢第三

男子共通 7/26 ８００ｍ 金澤　有真　３  2:00.73 丹波　優大　３  2:02.97 髙橋　涼太　３  2:03.35 神保　礼人　３  2:03.89 野口　　颯　３  2:05.94 今村　竜也　３  2:08.22 鈴木　竣介　３  2:08.41 渡部　直生　３  2:10.92
神町 尾花沢 酒田第四 高畠第二 最上 天童第四 遊佐 長井南

男子１年 7/25 １５００ｍ 佐藤　陽輝　１  4:35.49 結城　吉人　１  4:35.86 伊藤慎之介　１  4:40.82 安孫子嗣音　１  4:40.90 加藤　亮太　１  4:41.41 増川　碧仁　１  4:45.79 髙橋　拓夢　１  4:46.13 市原　瑞己　１  4:46.30
鶴岡第一 楯岡 山形第九 河北 尾花沢 河北 天童第三 酒田第六

男子２・３年 7/25 １５００ｍ 荒生　実慧　３  4:07.45 金澤　有真　３  4:09.73 鈴木　克彦　３  4:10.25 四釜　峻佑　３  4:12.84 志貴　勇斗　２  4:14.29 木村　海翔　３  4:15.09 武田　瑞樹　３  4:18.05 須貝　哲也　３  4:20.29
酒田第一 神町 楯岡 長井南 山形第六 上山南 山形第十 山形第十

男子共通 7/26 ３０００ｍ 荒生　実慧　３  8:54.41 木村　海翔　３  9:06.42 大沼　　翼　３  9:08.80 四釜　峻佑　３  9:09.96 鈴木　克彦　３  9:13.22 三浦　健太　３  9:14.89 須貝　哲也　３  9:16.79 武田　瑞樹　３  9:21.51
酒田第一 GR 上山南 大江 長井南 楯岡 尾花沢 山形第十 山形第十

男子共通 7/26 １１０ｍＨ 伊藤　和弘　３ 14.90 阿部　太輝　３ 15.61 桐原　京佑　３ 15.98 高橋　辰壽　２ 16.10 丸山　亮陽　２ 16.10 濱田　和実　３ 16.67 土田　尚輝　３ 16.91 青柳　勇悟　３ 17.02
(0.914m) 山形第三 -1.3 鶴岡第一 -1.3 大石田 -1.3 高畠第一 -1.3 酒田第四 -1.3 沖郷 -1.3 酒田東部 -1.3 葉山 -1.3 

男子共通 7/25 走高跳 矢作　大輔　３ 1m88 髙橋　瀬那　３ 1m76 渡部　康生　３ 1m70 同順：粟野　竜太　 1m70 同順：渡部　　翼　 1m70 横尾　勇人　３ 1m70 皆川　和輝　３ 1m70 山川　智也　３ 1m65
陵南 酒田第四 真室川 上山南 鶴岡第三 大石田 赤湯 河北

男子共通 7/25 棒高跳 宮内　敦史　３ 4m20 海藤　崚二　３ 3m60 大地　崇史　３ 3m50 犬飼　裕也　３ 3m50 冨樫　　翔　３ 3m20 黒石　公祐　３ 3m00 渡會虎之介　２ 2m70
酒田第一 大石田 葉山 葉山 余目 酒田第一 余目

男子共通 7/26 走幅跳 松田　　基　３ 6m35 熊田　青空　３ 6m29 髙橋　一臣　３ 6m24 井上　大雅　３ 6m09 柴田　嵩都　３ 5m93 土屋　優太　３ 5m91 吉田　晴斗　３ 5m81 五十嵐　翔　３ 5m81
天童第一 +0.8 藤島 -0.0 鳥海八幡 +1.1 山形第二 +0.7 最上 -0.1 上山北 +1.0 沖郷 -0.0 櫛引 -0.1 

男子共通 7/26 砲丸投 岡崎　倖大　３  11m41 秋葉　俊介　３  11m11 高梨　響希　３  10m68 伊藤　颯馬　２  10m19 尾形　勇輔　３  10m16 齋藤　　翼　３   9m59 山重　和輝　３   9m49 芳賀　健人　３   9m48
(5.000kg) 蔵王第二 天童第三 河北 最上 山形第六 葉山 鶴岡第五 陵東

男子共通 7/25 四種競技 高橋　辰壽　２  2299 加藤　舞大　３  2239 桐原　京佑　３  2212 粟野　竜太　３  2092 井上　真純　３  1986 岡部　凌玖　２  1980 渡部　康生　３  1959 芳賀　雄治　３  1958
7/26 高畠第一 豊浦 大石田 上山南 大江 鶴岡第四 真室川 陵東

16.39/+0.3-11m33-1m63-56.09 16.03/+2.0-10m64-1m63-57.62 16.81/-0.4-10m44-1m78-59.04 16.98/+0.8-8m53-1m75-58.01 16.73/-0.4-9m63-1m45-57.08 16.64/+2.0-9m59-1m45-57.42 18.87/+0.3-8m98-1m75-57.43 17.59/+0.3-10m56-1m55-58.98

男子低学年 7/26 ４×１００ｍ 酒田第四 48.38 最　上 48.57 東根第一 49.09 陵　東 49.49 山形第二 49.96 山形第三 50.53 高畠第一 51.87
  佐藤　隆生　２   菅　　優貴　１   岡崎　涼那　１   後藤将大郎　１   豊川　勇斗　１   杉本　楓季　１   添川　透矢　１
  丸山　亮陽　２   結城　　初　１   天野　浩志　１   星野　悠翔　２   渡辺　佳純　２   清水　裕貴　１   高橋　辰壽　２
  髙橋　　翼　１   保科　海弥　２   柴田　一輝　２   鈴木　颯斗　１   武田　渉夢　１   吉見　涼人　２   佐藤雄太朗　２
  中條扇之介　１   有路　亮太　２   伊藤　颯汰　２   鈴木　稜久　２   加藤遼太郎　２   山田　真樹　２   安部　　司　１

男子共通 7/26 ４×１００ｍ 山形第三 44.28 天童第一 44.40 酒田第四 44.47 楯　岡 44.48 赤　湯 45.75 藤　島 45.85 上山北 46.63 河　北 46.66
  伊藤　雄輝　３ GR   松田　　基　３   五十嵐瑠伽　２   樋口　泰誠　３   竹田　万里　３   今野　　凜　３   早坂　流音　３   高梨　響希　３
  前田　　翼　２   設楽　和希　３   髙橋　響優　３   柳橋　健人　３   奥山　　輝　３   熊田　青空　３   土屋　優太　３   五十嵐勇亮　３
  伊藤　和弘　３   笹原　大輝　３   佐原倫太朗　２   加賀　和成　３   須藤　太樹　３   齋藤　丈留　３   井上　竜一　３   布川　大喜　３
  岩田　和樹　３   横尾　　周　３   髙橋　瀬那　３   佐藤　　琳　３   伊藤　悠音　１   伊藤　祐翔　３   大黒　絢詞　３   田久保海大　３

110mH-砲丸投-走高跳-400m

凡例（GR : 大会新記録/ *C1:追風参考(得点非公認)）



第５５回山形県中学校総合体育大会　陸上競技大会 2015年7月25日(土)～26日(日)
兼　第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会山形県予選会 決勝一覧表
兼　第７０回国民体育大会陸上競技山形県予選会 酒田市光ケ丘陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子１年 7/25 １００ｍ 黒澤　里菜　１ 13.51 岡崎　郁菜　１ 13.57 渡辺　渚月　１ 13.58 五十嵐果鈴　１ 13.61 秋場　　菜　１ 13.82 渡部愛紀子　１ 13.93 百瀬野乃花　１ 14.09 中沢　来那　１ 14.19

川西 +2.4 山形第十 +2.4 山大附属 +2.4 鶴岡第一 +2.4 鶴岡第二 +2.4 酒田東部 +2.4 酒田第三 +2.4 米沢第五 +2.4 
女子２年 7/25 １００ｍ 岡田　　悠　２ 12.92 阪　　希望　２ 12.93 青野　心音　２ 13.05 髙橋　夢生　２ 13.32 原　　伶奈　２ 13.41 渋谷　涼楓　２ 13.46 川村　　桃　２ 13.48 髙橋佳奈子　２ 13.57

陵南 -0.9 日新 -0.9 東根第二 -0.9 楯岡 -0.9 中山 -0.9 上山南 -0.9 酒田第三 -0.9 金山 -0.9 
女子３年 7/25 １００ｍ 青野　朱李　３ 12.43 茨木　　凜　３ 12.59 武田　花音　３ 12.85 酒井　栞菜　３ 13.17 鹿柴　杏香　３ 13.43 高橋　真依　３ 13.62 海野　歩美　３ 13.66 叶野　愛羅　３ 13.77

東根第二 -0.7 山形第七 -0.7 山形第六 -0.7 赤湯 -0.7 葉山 -0.7 酒田第三 -0.7 米沢第四 -0.7 立川 -0.7 
女子共通 7/26 ２００ｍ 青野　朱李　３ 25.62 武田　花音　３ 27.08 青野　心音　２ 27.18 脇田　友羽　３ 27.33 奥山　瑠奈　３ 27.61 五十嵐果鈴　１ 27.72 山口　朱音　３ 27.75 髙橋佳奈子　２ 27.77

東根第二 -1.6 山形第六 -1.6 東根第二 -1.6 山形第六 -1.6 東根第一 -1.6 鶴岡第一 -1.6 米沢第五 -1.6 金山 -1.6 
女子共通 7/26 ８００ｍ 石澤希らら　３  2:17.16 長沼　明音　３  2:17.52 立里　　柚　３  2:18.43 武田　千捺　３  2:18.72 佐竹　結衣　３  2:20.99 小野　真優　３  2:21.07 近野　桃花　３  2:21.13 松本　愛未　２  2:27.72

上山南 米沢第四 天童第一 尾花沢 町立朝日 遊佐 長井南 山大附属

女子１年 7/25 １５００ｍ 吉田　百那　１  5:05.33 小林　結花　１  5:05.79 加藤　　凜　１  5:08.58 高橋　　李　１  5:08.59 玉虫　　凜　１  5:10.01 岡部　未来　１  5:10.16 工藤　椰己　１  5:12.39 村山　彩華　１  5:12.46
高畠第四 上山南 高畠第一 遊佐 米沢第二 酒田第一 大富 山形第四

女子２・３年 7/25 １５００ｍ 石澤希らら　３  4:40.79 長沼　明音　３  4:42.17 武田　千捺　３  4:42.68 江口　　葵　３  4:47.50 長澤日桜里　２  4:51.91 立里　　柚　３  4:53.33 住石　千紗　２  4:53.72 佐竹　結衣　３  4:55.29
上山南 米沢第四 尾花沢 羽黒 川西 天童第一 酒田第一 町立朝日

女子共通 7/26 １００ｍＨ 茨木　　凜　３ 14.53 阪　　希望　２ 14.98 烏　　聖奈　３ 15.03 酒井　観月　３ 15.53 村山穂奈美　２ 15.70 板垣　慧美　２ 15.81 石川　美咲　２ 15.82 髙木　花音　３ 15.89
(0.762m) 山形第七 +0.1 日新 +0.1 山形第四 +0.1 南原 +0.1 玉野 +0.1 東根第二 +0.1 赤湯 +0.1 鶴岡第二 +0.1 

女子共通 7/26 走高跳 森　　夏鈴　３ 1m54 髙橋　里奈　３ 1m51 杉沼　凜穂　２ 1m51 小笠原美羽　３ 1m48 同順：鹿柴　杏香　 1m48 新野　久美　３ 1m45 同順：熊谷菜々子　 1m45 情野ひなた　２ 1m40
楯岡 酒田第二 陵南 上山北 葉山 白鷹 鶴岡第四 米沢第二

女子共通 7/25 走幅跳 酒井　観月　３ 5m36 山田璃可子　２ 4m84 阿部　花奈　３ 4m80 小田島実音　２ 4m75 伊藤　羽澄　３ 4m68 本間　龍海　３ 4m65 難波　柚季　２ 4m53 中山　陽乃　３ 4m49
南原 -0.0 赤湯 +0.5 余目 +1.3 山形第三 -0.8 戸沢 -0.1 遊佐 +0.7 余目 +0.9 山形第六 +1.5 

女子共通 7/25 砲丸投 齋藤　真希　３  14m83 岡崎　美里　３  11m86 阿部　純佳　３  10m35 海老名香保　３   9m85 村上　咲樹　１   9m76 阿部　璃久　３   9m71 中川みらい　３   9m65 芦原　美波　３   9m61
(2.721kg) 余目 GR 蔵王第二 山形第一 葉山 酒田第三 東根第一 高畠第一 戸沢

女子共通 7/25 四種競技 髙木　花音　３  2153 熊谷菜々子　２  2006 三浦　知里　３  1996 佐藤　佑香　３  1970 髙梨　早紀　３  1888 伊藤　彩音　３  1882 佐藤　愛奏　１  1874 佐藤陽菜子　２  1719
7/26 鶴岡第二 *C1 鶴岡第四 天童第二 余目 赤湯 大江 *C1 余目 *C1 山大附属

16.04/+2.2-1m43-7m71-29.48/+2.2 17.04/+0.6-1m46-7m70-30.37/+1.4 16.95/+1.0-1m35-7m91-29.19/+1.4 16.42/-0.8-1m35-6m38-29.04/+2.3 16.48/+1.0-1m20-7m81-29.30/+2.4 17.79/+2.2-1m30-8m82-29.59/+2.4 16.43/+2.2-1m20-6m66-28.56/+2.2 18.03/-0.8-1m30-8m04-30.87/+2.2

女子低学年 7/26 ４×１００ｍ 山形大附属 53.17 鶴岡第一 53.18 東根第一 53.74 神　町 54.30 天童第二 54.42 酒田東部 54.59
  土屋　清佳　２   後藤　彩夢　１   村岡　早桜　１   池田　美優　２   沼澤　　凜　１   阿部可奈子　１
  渡辺　渚月　１   五十嵐果鈴　１   阿部　璃音　１   伊藤　結衣　１   荒木　七香　１   渡部愛紀子　１
  髙橋　愛理　１   後藤　夏海　２   中野　寛与　２   設楽　奏有　１   後藤小真知　２   斎藤　南海　２
  松本　愛未　２   栗田さやか　２   小松　のあ　２   福田　珠生　２   吉田　吏那　２   阿部彩和子　２

女子共通 7/26 ４×１００ｍ 酒田第三 51.56 山形第七 52.00 山形第六 52.20 葉　山 52.44 余　目 52.59 長井南 53.01 遊　佐 53.23
  川村　　桃　２   佐藤　　琳　１   鑓水　美咲　２   髙谷　華音　３   樋渡　優香　３   近野　桃花　３   後藤舞莉夜　３
  百瀬野乃花　１   柴田　梨来　２   武田　花音　３   石井　瑠華　３   太田　茉咲　３   庄司　舞美　２   本間　龍海　３
  高橋　真依　３   佐藤　瑠果　３   小山　綾乃　２   片桐　幸恵　２   髙橋　彩水　２   佐野　智香　３   藤原　茉由　２
  池田　有里　３   茨木　　凜　３   脇田　友羽　３   鹿柴　杏香　３   難波　柚季　２   菅原　瑚々　３   小野　真優　３

100mH-走高跳-砲丸投-200m

凡例（GR : 大会新記録/ *C1:追風参考(得点非公認)）


