
種目 中学女子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 12.70 +4.5 伊藤　咲稀  (2) ｲﾄｳ ｻｷ 酒田六中

2 12.88 +1.1 阿部　璃音　(3) ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 東根一中

3 12.94 +1.1 渡辺　渚月　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 山形大附中

4 12.95 +4.5 百瀬　野乃花(3) ﾓﾓｾ ﾉﾉｶ 酒田三中

5 13.08 +3.0 佐藤　愛奏　(3) ｻﾄｳ ﾏﾅｶ 余目中

6 13.15 +4.5 田代　ゆきり (3) ﾀｼﾛ ﾕｷﾘ 酒田二中
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記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １２．３ 庄司 奈実 酒田第二 27回 1989

風：風：

7 13.16 +1.1 岡崎　郁菜　(3) ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐﾅ 山形十中

7 13.16 +1.1 大友　茉奈美(3) ｵｵﾄﾓ ﾏﾅﾐ 米沢四中
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種目 中学女子４００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1  1:01.59 佐藤　愛奏　(3) ｻﾄｳ ﾏﾅｶ 余目中

2  1:03.71 吉田　百那　(3) ﾖｼﾀﾞ ﾓﾅ 高畠中

3  1:04.29 飛塚　　夏　(3) ﾄﾋﾞﾂｶ ﾅﾂ 陵東中

4  1:05.27 百瀬　野乃花(3) ﾓﾓｾ ﾉﾉｶ 酒田三中

5  1:05.34 大宮　莉奈　(3) ｵｵﾐﾔ ﾘﾅ 山形一中

6  1:05.35 長谷川　砂奈(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾅ 豊浦中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５９．１１ 高野 未来 山形第十 42回 2004

7  1:05.72 五十嵐　果鈴(3) ｲｶﾞﾗｼ ｶﾘﾝ 鶴岡一中

8  1:05.73 永井　皓理　(2) ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾘ 小国中
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種目 中学女子１５００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1  4:50.25 髙橋　華瑠亜(2) ﾀｶﾊｼ ｶﾙｱ 陵南中

2  4:52.30 石山　心菜　(2) ｲｼﾔﾏ ｺｺﾅ 上山南中

3  4:54.71 村山　彩華　(3) ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 山形四中

4  5:00.21 加藤　　恋　(3) ｶﾄｳ ﾚﾝ 鶴岡五中

5  5:01.85 小林　遼緒　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 長井南中

6  5:02.17 中村　友加里(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ 山形五中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４：３５．２５ 石澤 希らら 上山南 52回 2015

7  5:02.77 伊藤　望愛　(3) ｲﾄｳ ﾉｱ 鶴岡一中

8  5:03.37 和賀　　楓　(3) ﾜｶ ｶｴﾃﾞ 酒田四中
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種目 中学女子走高跳

順位 所　　　　属 備   考

1 1m48 佐藤　花穂　(3) ｻﾄｳ ｶﾎ 鶴岡五中

2 1m45 前田　海藍　(2) ﾏｴﾀ ﾐﾗﾝ 鶴岡二中

2 1m45 笹原　一華　(3) ｻｻﾊﾗ ｲﾁｶ 葉山中

4 1m40 蒔苗　彩奈　(3) ﾏｶﾅｴ ｱﾔﾅ 米沢一中

4 1m40 秋場　　菜　(3) ｱｷﾊﾞ ﾅﾅ 鶴岡二中

4 1m40 奥泉　稀衣　(3) ｵｸｲｽﾞﾐ ｷｲ 藤島中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １ｍ５９ 山口 あゆみ 上山南 41回 2003

4 1m40 西村　繭乃　(3) ﾆｼﾑﾗ ﾏﾕﾉ 山形六中

4 1m40 田中　真由　(3) ﾀﾅｶ ﾏﾕ 蔵王一中
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種目 中学女子走幅跳

順位 所　　　　属 備　　　考

1   5m23 -2.6 髙橋　夢華　(3) ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 米沢二中

2   5m05 +1.7 藤谷　彩奈　(3) ﾌｼﾞﾔ ｱﾔﾅ 藤島中

3   4m97 +1.3 阿部　璃音　(3) ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 東根一中

4   4m80 -2.0 廣居　千尋　(2) ﾋﾛｲ ﾁﾋﾛ 白鷹中

5   4m78 +0.2 斎藤　紅葉　(3) ｻｲﾄｳ ｸﾚﾊ 余目中

5   4m78 +1.9 田代　ゆきり(3) ﾀｼﾛ ﾕｷﾘ 酒田二中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５ｍ７２ 池田 久美子 酒田第三 32回 1994

風：

7   4m77 +2.8 中村　さつき(3) ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ 余目中

8   4m69 +2.8 忠鉢　音波　(3) ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｵﾄﾊ 遊佐中
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種目 中学女子砲丸投
（砲丸の重さ　　　２．７２１㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  11m97 村上　咲樹　(3) ﾑﾗｶﾐ ｻｷ 酒田三中

2  11m75 寺崎　真央　(3) ﾃﾗｻｷ ﾏｵ 天童三中

3  10m71 小松　友里香(3) ｺﾏﾂ ﾕﾘｶ 蔵王一中

4  10m25 諏訪　琳音　(3) ｽﾜ ﾘﾈ 鶴岡五中

5  10m22 佐藤　　咲　(2) ｻﾄｳ ｻｷ 鶴岡四中

6  10m18 井上　美咲　(3) ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 櫛引中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １４ｍ２０ 市川 久美子 山形第五 22回 1984

7  10m06 佐藤　琴美  (3) ｻﾄｳ ｺﾄﾐ 酒田二中

8   9m97 齋藤　朱莉（3） ｻｲﾄｳ ｼｭﾘ 酒田一中


