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第63回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 2017年7月1日(土)～2日(日)
兼第44回全日本中学校陸上競技選手権大会山形県予選会　兼第72回国体山形県予選 決勝一覧表

あかねヶ丘陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子１年 7/2 １００ｍ 鈴木　皓心　(1) 12.29 岡　　航希　(1) 12.54 今野　　圭　(1) 12.61 渡會将之介　(1) 12.63 野口雲斗矢　(1) 12.65 紺野　稜真　(1) 12.69 新堀　　奏　(1) 12.73 松田　優翔　(1) 12.97

陵東 -1.0 山形第三 -1.0 藤島 -1.0 余目 -1.0 天童第三 -1.0 白鷹 -1.0 山形第七 -1.0 酒田第四 -1.0 
男子２年 7/1 １００ｍ 瀧口　和寿　(2) 11.90 渡部　一貴　(2) 12.04 羽柴穣之介　(2) 12.15 駒村　悠太　(2) 12.16 松田　龍仁　(2) 12.23 阿部虎之介　(2) 12.42 丹羽　陽希　(2) 12.49 大場心太朗　(2) 12.55

山形第七 -4.0 米沢第二 -4.0 神町 -4.0 米沢第三 -4.0 葉山 -4.0 鶴岡第一 -4.0 山形第三 -4.0 東根第一 -4.0 
男子３年 7/1 １００ｍ 大髙　　翼　(3) 11.77 結城　海輝　(3) 11.82 中條扇之介　(3) 11.88 斎藤　　翼　(3) 11.92 佐竹　智弘　(3) 12.04 梅津　祐希　(3) 12.07 添川　透矢　(3) 12.14

蔵王第一 -2.6 天童第一 -2.6 酒田第四 -2.6 天童第四 -2.6 米沢第五 -2.6 鶴岡第四 -2.6 高畠 -2.6 

男子共通 7/2 ２００ｍ 中條扇之介　(3) 23.48 市川　日向　(3) 23.72 佐竹　智弘　(3) 23.78 松田　夢大　(3) 23.85 結城　海輝　(3) 24.12 武田　渉夢　(3) 24.29 鈴木　駿佑　(3) 24.48 梅津　祐希　(3) 24.53
酒田第四 -0.5 神町 -0.5 米沢第五 -0.5 米沢第七 -0.5 天童第一 -0.5 山形第二 -0.5 大石田 -0.5 鶴岡第四 -0.5 

男子共通 7/1 ４００ｍ 市川　日向　(3) 51.58 清水　裕貴　(3) 52.90 池田　諒介　(3) 52.98 松田　夢大　(3) 53.16 庄司　康平　(3) 53.86 櫻井　伸吾　(3) 54.00 押切晃志郎　(3) 54.08 谷口　僚冶　(3) 54.11
神町 山形第三 山形第十 米沢第七 真室川 山形第五 大石田 山大附属

男子共通 7/1 ８００ｍ 結城　吉人　(3)  2:04.13 伊藤慎之介　(3)  2:04.66 荒木　日成　(2)  2:05.41 島津　頼夢　(3)  2:06.51 齋藤　陸杜　(3)  2:07.74 市川　慶伍　(2)  2:07.81 金子　哲也　(3)  2:07.90 阿部　力生　(2)  2:08.18
楯岡 山形第九 川西 羽黒 上山北 高畠 川西 市立朝日

男子１年 7/2 １５００ｍ 菊地　道登　(1)  4:31.14 松田　将東　(1)  4:48.16 鈴木　　至　(1)  4:50.64 志貴　滉太　(1)  4:53.29 柴崎　幹也　(1)  4:53.57 鈴木　悠斗　(1)  4:55.61 太田　飛翔　(1)  4:56.56 増子　義経　(1)  4:57.11
大江 天童第二 楯岡 山形第六 陵南 赤湯 河北 鶴岡第四

男子２・３年 7/2 １５００ｍ 島津　頼夢　(3)  4:19.37 結城　吉人　(3)  4:22.03 木村　快斗　(2)  4:22.45 荒木　日成　(2)  4:22.57 半澤　　康　(2)  4:23.16 伊藤慎之介　(3)  4:23.57 鈴木　隆介　(3)  4:23.99 志釜　瑠久　(3)  4:28.41
羽黒 楯岡 陵南 川西 上山南 山形第九 山形第十 長井南

男子共通 7/1 ３０００ｍ 鎌田　匠馬　(2)  9:16.01 半澤　　康　(2)  9:19.94 安孫子嗣音　(3)  9:23.37 秋保　松平　(3)  9:24.82 三浦　拓真　(3)  9:29.52 小池　悠以　(3)  9:31.24 五十嵐脩人　(3)  9:31.73 鈴木　隆介　(3)  9:32.34
山形第十 上山南 河北 天童第三 羽黒 米沢第三 鶴岡第三 山形第十

男子共通 7/2 １１０ｍＨ 伊藤　健治　(3) 15.49 會田　真斗　(3) 16.09 元木　流星　(3) 16.24 斎藤　琉汰　(3) 16.76 斎藤　　翼　(3) 17.02 岸　　唯楓　(3) 17.43 枝川　寛太　(3) 17.76 阿部　克嗣　(2) 17.84
(0.914m) 鳥海八幡 -0.8 山形第六 -0.8 葉山 -0.8 長井北 -0.8 天童第四 -0.8 楯岡 -0.8 上山南 -0.8 余目 -0.8 

男子低学年 7/2 ４×１００ｍ 山形第七 47.76 酒田第四 48.48 藤　島 48.58 葉　山 48.69 山形第四 48.76 山形第三 49.07 酒田第二 49.42 天童第三 49.89
  志藤　拓真　(1)   中條　　葵　(1)   髙橋　俊輔　(2)   加藤　颯大　(1)   武田　悠登　(1)   高橋　　峻　(2)   櫻田　和輝　(1)   高山　俊輔　(1)
  新堀　　奏　(1)   松田　優翔　(1)   板垣　颯馬　(2)   大沼樹希斗　(1)   大友　岳斗　(2)   岡　　航希　(1)   池野　瑠雅　(2)   岡崎　晴仁　(2)
  戸田　　樹　(2)   佐藤廉之佑　(2)   今野　　圭　(1)   保科　陸斗　(2)   小木曽洸太　(1)   池田　滉平　(1)   大井　佑芽　(1)   斧　　大翔　(2)
  瀧口　和寿　(2)   秋葉　剣臣　(2)   日向　錬輔　(1)   松田　龍仁　(2)   村山　真大　(2)   丹羽　陽希　(2)   澁谷　茉樹　(2)   野口雲斗矢　(1)

男子共通 7/2 ４×１００ｍ 天童第一 44.88 神　町 45.17 酒田第四 45.19 山形第二 45.47 大石田 45.95 川　西 46.01 鶴岡第三 46.06 米沢第五 46.13
  山口　大翔　(3)   髙橋　陽夢　(3)   佐藤　　秀　(2)   今田　大河　(3)   鈴木　駿佑　(3)   安孫子　光　(3)   鈴木　光美　(3)   加藤航太朗　(3)
  大場　貴元　(3)   市川　日向　(3)   菅原　佑太　(3)   武田　渉夢　(3)   押切晃志郎　(3)   山田　賢毅　(3)   帯刀　龍陽　(3)   我妻　峻典　(2)
  荒井　天希　(3)   羽柴穣之介　(2)   髙橋　　翼　(3)   豊川　勇斗　(3)   森　　鉄汰　(3)   髙橋　颯大　(3)   阿部　雄斗　(3)   大場　滉介　(3)
  結城　海輝　(3)   幸山　洸稀　(3)   中條扇之介　(3)   舘内　直哉　(3)   横山　広陽　(3)   佐藤　緑海　３   齋藤　琉河　(3)   佐竹　智弘　(3)

男子共通 7/1 走高跳 倉金　玲央　(3) 1m73 柏倉　拓馬　(3) 1m65 伊藤　翔大　(3) 1m65 森　　祥久　(2) 1m55 同順：丹野　靖大　(3) 1m55
尾花沢 上山北 川西 河北 山形第四

男子共通 7/1 棒高跳 犬飼　　匠　(3) 3m90 星川　飛馬　(3) 3m50 保科　陸斗　(2) 3m20 北爪　利樹　(3) 2m90
葉山 大石田 葉山 余目

男子共通 7/2 走幅跳 大場　滉介　(3) 6m20 駒村　悠太　(2) 6m02 髙橋　颯大　(3) 5m95 江口　雄大　(3) 5m91 髙橋　健太　(3) 5m70 幸山　洸稀　(3) 5m69 長瀬　大和　(3) 5m67 本間　太陽　(3) 5m62
米沢第五 +1.0 米沢第三 +1.0 川西 +0.3 山形第十 +0.7 高畠 +0.6 神町 +1.6 大富 +2.1 福原 +0.4 

男子共通 7/2 砲丸投 多田　直黄　(3)  12m53 本間慎之介　(3)  11m56 石黒　陽生　(3)  11m54 大場　健汰　(3)  11m15 五十嵐圭祐　(3)  10m31 藤原　　駿　(3)  10m19 板垣　颯馬　(2)   9m71 齋藤　健鳳　(2)   9m29
(5.000kg) 葉山 山辺 鳥海八幡 鳥海八幡 酒田東部 河北 藤島 酒田第六

男子共通 7/1 四種競技 帯刀　龍陽　(3)  2097 伊藤　貴陽　(3)  2015 菅原　佑太　(3)  1965 柏倉　拓馬　(3)  1949 齋藤　兼信　(2)  1919 遠藤　漱也　(3)  1723 市川　諒介　(3)  1662 阿部　克嗣　(2)  1653
7/2 鶴岡第三 舟形 酒田第四 上山北 小国 米沢第六 高畠 余目

17.18/-2.1-8m94-1m50-53.03 17.41/-2.1-10m95-1m50-57.52 17.55/-2.0-9m85-1m40-54.90 17.86/-1.7-7m90-1m72-57.80 18.03/-2.1-8m24-1m60-56.15 19.14/-2.1-7m60-1m55-56.65 18.64/-2.0-8m35-1m35-56.81 17.44/-2.1-7m95-1m40-1:00.58110mH-砲丸投-走高跳-400m



Page:2 of 2

第63回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 2017年7月1日(土)～2日(日)
兼第44回全日本中学校陸上競技選手権大会山形県予選会　兼第72回国体山形県予選 決勝一覧表

あかねヶ丘陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子１年 7/1 １００ｍ 池田　　遍　(1) 13.51 柏倉　うみ　(1) 13.98 大沼　優杏　(1) 14.01 齋藤　愛香　(1) 14.16 垂石　七美　(1) 14.24 佐藤　桃愛　(1) 14.45 遠山　美咲　(1) 14.48 佐藤　優衣　(1) 14.60

酒田第三 -4.1 中山 -4.1 陵東 -4.1 高畠 -4.1 大富 -4.1 尾花沢 -4.1 米沢第四 -4.1 山形第十 -4.1 
女子２年 7/2 １００ｍ 小松　優衣　(2) 12.72 伊藤　咲稀　(2) 13.31 渡部　知優　(2) 13.41 佐藤　莉奈　(2) 13.64 齋藤　結海　(2) 13.72 笠原　由菜　(2) 13.73 吉沢　真穂　(2) 13.74 阿部　菜月　(2) 14.01

酒田第四 -2.8 酒田第六 -2.8 米沢第二 -2.8 鶴岡第五 -2.8 酒田東部 -2.8 天童第三 -2.8 山形第十 -2.8 神町 -2.8 
女子３年 7/2 １００ｍ 阿部　璃音　(3) 12.93 渡辺　渚月　(3) 13.01 大友茉奈美　(3) 13.04 岡崎　郁菜　(3) 13.13 百瀬野乃花　(3) 13.20 水戸　楓花　(3) 13.22 佐藤　愛奏　(3) 13.33 吉仲　　凜　(3) 13.47

東根第一 -1.6 山大附属 -1.6 米沢第四 -1.6 山形第十 -1.6 酒田第三 -1.6 天童第一 -1.6 余目 -1.6 酒田第四 -1.6 
女子共通 7/1 ２００ｍ 小松　優衣　(2) 26.55 五十嵐果鈴　(3) 27.22 百瀬野乃花　(3) 27.48 水戸　楓花　(3) 27.49 伊藤　咲稀　(2) 27.64 吉仲　　凜　(3) 28.19 渡部　結子　(3) 28.24

酒田第四 -2.3 鶴岡第一 -2.3 酒田第三 -2.3 天童第一 -2.3 酒田第六 -2.3 酒田第四 -2.3 米沢第三 -2.3 

女子１年 7/2 ８００ｍ 槇　　香澄　(1)  2:21.42 渡部　莉奈　(1)  2:21.91 國谷　美裕　(1)  2:27.43 佐藤　美紅　(1)  2:28.64 武田　莉奈　(1)  2:28.77 加藤　　結　(1)  2:29.12 森谷　乙葉　(1)  2:31.04 本村　七帆　(1)  2:34.15
河北 高畠 白鷹 酒田第一 尾花沢 米沢第六 東根第二 山形第十

女子２・３年 7/1 ８００ｍ 和賀　　楓　(3)  2:18.86 吉田　百那　(3)  2:20.13 石山　心菜　(2)  2:20.69 早坂　雅妃　(2)  2:21.86 高橋　彩那　(2)  2:23.79 高橋　　李　(3)  2:25.33 小林　遼緒　(3)  2:25.38 菅原　怜菜　(3)  2:26.68
酒田第四 高畠 上山南 大蔵 赤湯 遊佐 長井南 鶴岡第二

女子共通 7/2 １５００ｍ 石山　心菜　(2)  4:40.81 和賀　　楓　(3)  4:41.02 吉田　百那　(3)  4:53.63 小林　遼緒　(3)  4:55.32 髙橋華瑠亜　(2)  4:55.66 高橋　彩那　(2)  4:56.17 早坂　雅妃　(2)  5:00.48 中村友加里　(3)  5:01.93
上山南 酒田第四 高畠 長井南 陵南 赤湯 大蔵 山形第五

女子共通 7/2 １００ｍＨ 髙橋　夢華　(3) 14.68 田代ゆきり　(3) 15.01 佐藤　愛奏　(3) 15.13 後藤　彩夢　(3) 15.17 下山　奈央　(2) 15.68 廣居　千尋　(2) 15.83 渡辺　美優　(3) 15.85 佐藤　　倫　(3) 16.07
(0.762m) 米沢第二 +0.6 酒田第二 +0.6 余目 +0.6 鶴岡第一 +0.6 山形第十 +0.6 白鷹 +0.6 中山 +0.6 神町 +0.6 

女子低学年 7/2 ４×１００ｍ 酒田第三 52.56 山形第三 53.71 鶴岡第四 53.92 山形第十 54.08 尾花沢 54.45 遊　佐 54.82 小　国 55.30 神　町 55.38
  沼本　寿実　(2)   工藤　美穂　(1)   榎本　莉子　(1)   佐藤　優衣　(1)   佐藤　桃愛　(1)   菅原璃乃杏　(1)   穴沢　咲裕　(1)   志藤　沙絵　(1)
  尾形　緋莉　(2)   粟野ほの夏　(2)   新井　　梓　(1)   田口　優実　(2)   髙橋　亜珠　(1)   佐藤　朱莉　(2)   永井　皓理　(2)   五十嵐陽菜　(2)
  本間　由夏　(1)   岡村　　凜　(1)   本間　美羽　(2)   遠藤　奈那　(1)   河村　結衣　(2)   菅原　優衣　(2)   和田　愛奈　(1)   秋保　百花　(1)
  池田　　遍　(1)   前田ひなの　(2)   五十嵐識遠　(2)   山崎　瑞歩　(2)   大沼ﾋﾛｼﾞｪｰﾝ　(2)   髙橋　　音　(1)   佐藤莉々輝　(2)   永岡　莉奈　(2)

女子共通 7/2 ４×１００ｍ 酒田第四 50.69 鶴岡第一 51.49 米沢第三 51.84 東根第一 51.97 山大附属 52.05 赤　湯 52.06 山形第十 52.17 余　目 52.22
  佐野　杏菜　(3)   後藤　彩夢　(3)   髙橋　美羽　(2)   村岡　早桜　(3)   髙橋　愛理　(3)   石川　舞桜　(2)   吉沢　真穂　(2)   富樫　虹海　(2)
  星川　桃子　(3)   鈴木　葵葉　(3)   原田　真白　(3)   宇野真也香　(3)   石山　怜亜　(3)   川崎　莉佳　(2)   下山　奈央　(2)   中村さつき　(3)
  吉仲　　凜　(3)   髙橋　那奈　(3)   渡部　結子　(3)   村岡　希蘭　(2)   松田　小幸　(3)   須貝　心春　(2)   吉田　未奈　(3)   斎藤　紅葉　(3)
  小松　優衣　(2)   五十嵐果鈴　(3)   完戸遥々花　(2)   阿部　璃音　(3)   渡辺　渚月　(3)   大前　夏希　(2)   岡崎　郁菜　(3)   佐藤　愛奏　(3)

女子共通 7/2 走高跳 佐藤　花穂　(3) 1m60 田中　真由　(3) 1m51 渡部　真夏　(2) 1m45 笹原　一華　(3) 1m45 前田　海藍　(2) 1m45 西村　繭乃　(3) 1m40 莊司　美蘭　(3) 1m40 小林　琉奈　(2) 1m40
鶴岡第五 蔵王第一 米沢第四 葉山 鶴岡第二 山形第六 酒田第一 長井北

女子共通 7/1 走幅跳 髙橋　夢華　(3) 5m26 中村さつき　(3) 5m08 斎藤　紅葉　(3) 5m06 藤谷　彩奈　(3) 5m04 笠原　由菜　(2) 4m87 池田　　遍　(1) 4m83 阿部　璃音　(3) 4m78 小林　春菜　(3) 4m66
米沢第二 +2.9 余目 +1.7 余目 +1.6 藤島 +1.8 天童第三 +0.3 酒田第三 +2.4 東根第一 +1.3 赤湯 +2.0 

女子共通 7/1 砲丸投 村上　咲樹　(3)  12m86 寺崎　真央　(3)  11m80 小松友里香　(3)  11m05 佐藤　琴美　(3)  10m78 諏訪　琳音　(3)  10m21 齋藤　朱莉　(3)  10m20 佐藤　　咲　(2)   9m77 石川　一沙　(3)   9m63
(2.721kg) 酒田第三 天童第三 蔵王第一 酒田第二 鶴岡第五 酒田第一 鶴岡第四 葉山

女子共通 7/1 四種競技 秋場　　菜　(3)  2268 後藤　彩夢　(3)  2089 中崎　　和　(3)  1963 鈴木　絢子　(3)  1891 齋藤　由希　(3)  1884 髙田　郁佳　(3)  1868 竹田　樺恋　(2)  1767 髙橋　亜珠　(1)  1697
7/2 鶴岡第二 鶴岡第一 鶴岡第五 天童第三 余目 酒田第六 長井北 尾花沢

16.44/-2.0-1m43-8m46-27.96/+0.0 15.64/-2.0-1m25-7m56-28.40/+1.7 17.11/-2.7-1m30-8m06-28.83/+0.0 19.46/-3.1-1m35-9m90-28.94/+1.7 18.04/-3.1-1m35-9m74-30.79/-2.1 18.05/-2.7-1m25-7m84-27.92/-2.1 17.73/-2.0-1m30-6m72-29.41/+1.7 19.70/-3.1-1m40-6m26-28.80/+1.7100mH-走高跳-砲丸投-200m


