
種目 一般・高校男子４×１００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

柏倉　康平　(2) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｺｳﾍｲ

田中　慎太郎(4) ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ

淀野　輪河　(M2) ﾖﾄﾞﾉ ﾜｯｶ

三宅　大誠　(1) ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ

永井　桂大　(3) ﾅｶﾞｲ ｹｲﾀ

柴崎　悠斗　(3) ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳﾄ

安部　竜平　(3) ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾍｲ

柴崎　駿希　(1) ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｷ

熊田　青空　(2) ｸﾏﾀ ｿﾗ

池田　恒太　(3) ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀ

渋谷　涼馬　(3) ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾏ

鈴木　翔斗　(1) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾄ

菊地　悠平　(1) ｷｸﾁ ﾕｳﾍｲ

齋藤　諒平　(3) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ

渡辺　慶太郎(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀﾛｳ

尾箸 亮太 (3) ｵﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ

2 42.36 米沢中央高

3 42.71 酒田光陵高

第54回山形県通信陸上競技大会

オーダー

1 41.84 山形大

4 42.86 九里学園高Ａ

大会記録 ４１．７７ 米沢中央高 （安部・伊藤・遠藤・柴崎） 53回 2016

尾箸　亮太　(3) ｵﾊ ｼ ﾘｮｳﾀ

伊藤　雄輝　(2) ｲﾄｳ ﾕｳｷ

土屋　優太　(2) ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ

吉沢　真彦　(2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ

大黒　絢詞　(2) ﾀﾞｲｺｸ ｹﾝｼ

齋藤　琢真　(3) ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ

横尾　　周　(2) ﾖｺｵ ｼｭｳ

松田　　基　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾄｷ

岩田　和樹　(2) ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ

本登　息吹　(3) ﾎﾝﾄ ｲﾌﾞｷ

渡部　　輝　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ

五十嵐　友寿(3) ｲｶﾗｼ ﾄﾓﾋｻ

五十嵐　祐人(3) ｲｶﾗｼ ﾕｳﾄ

齋藤　隆太　(3) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀ

佐竹　弘太朗(2) ｻﾀｹ ｺｳﾀﾛｳ

柏倉　拓斗　(2) ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾋﾛﾄ

明間　大晟　(2) ｱｹﾏ ﾀｲｾｲ

6 43.10 山形中央高

7 43.55 鶴岡工高Ａ

5 42.96 山形学院高

8 43.85 米沢興譲館高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校男子４×４００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

小林　聖奈　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ

今野　　凜　(2) ｺﾝﾉ ﾘﾝ

庄司　　丈　(3) ｼｮｳｼﾞ ｼﾞｮｳ

星野　聡史　(3) ﾎｼﾉ ｻﾄｼ

橋本　将矢　(3) ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ

榎本　　駿　(2) ｴﾉﾓﾄ ｼｭﾝ

齋藤　千広　(3) ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ

今野　和希　(3) ｺﾝﾉ ｶｽﾞｷ

佐藤　翔太　(2) ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

佐藤　聖渚　(2) ｻﾄｳ ｾﾅ

大館　利公　(2) ｵｵﾀﾞﾃ ﾘｸ

佐藤　主明　(3) ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

齋藤　隆太　(3) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀ

須藤　寛天　(3) ｽﾄｳ ﾖｼﾀｶ

明間　大晟　(2) ｱｹﾏ ﾀｲｾｲ

竹田 遥也 (3) ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾔ

2  3:32.33 鶴岡中央高

3  3:34.20 鶴岡工高

オーダー

1  3:31.15 酒田光陵高

4  3:36.64 米沢興譲館高

大会記録 ３；２０．３８ 日大山形高 （伊藤・山上・高橋・渡部） 35回 1997

竹田　遥也　(3) ﾀｹﾀ  ﾊﾙﾔ

村上　大樹　(2) ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ

住石　海希　(2) ｽﾐｲｼ ﾋﾛｷ

渡部　大輝　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ

酒井　啓佑　(2) ｻｶｲ ｹｲｽｹ

今野　　渚　(3) ｺﾝﾉ ﾅｷﾞｻ

田中　路也　(2) ﾀﾅｶ ﾐﾁﾔ

大沼　晴斗　(2) ｵｵﾇﾏ ﾊﾙﾄ

真坂　龍平　(2) ﾏｻｶ ﾘｭｳﾍｲ

木村　吏玖　(2) ｷﾑﾗ ﾘｸ

大黒　絢詞　(2) ﾀﾞｲｺｸ ｹﾝｼ

高橋　海渡　(3) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ

土屋　優太　(2) ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ

6  3:50.90 鶴岡東高

7  3:56.11 山形学院高

5  3:40.27 酒田東高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校女子４×１００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

岡田　　悠　(1) ｵｶﾀﾞ ﾕｳ

青野　朱李　(2) ｱｵﾉ ｼｭﾘ

青野　心音　(1) ｱｵﾉ ｺｺﾈ

酒井　栞菜　(2) ｻｶｲ ｶﾝﾅ

開沼　美帆　(3) ｶｲﾇﾏ ﾐﾎ

茨木　　凜　(2) ｲﾊﾞﾗｷ ﾘﾝ

武田　花音　(2) ﾀｹﾀﾞ ｶﾉﾝ

小貫　夢海　(3) ｵﾇｷ ﾕｳ

酒井　観月　(2) ｻｶｲ ﾐﾂﾞｷ

髙橋　桃子　(3) ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ

和地　彩花　(3) ﾜﾁ ｱﾔｶ

山口　朱音　(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ

柴田　　宏　(4) ｼﾊﾞﾀ ｺｳ

伊藤　新菜　(4) ｲﾄｳ ﾆｲﾅ

菊地　　葵　(1) ｷｸﾁ ｱｵｲ

阿毛 清夏 (2) ｱﾓｳ ｻﾔｶ

2 48.16 九里学園高Ａ

3 49.29 九里学園高Ｂ

オーダー

1 46.90 山形中央高 大会新記録

4 49.83 山形大

大会記録 ４７．８７ 九里学園高 （高橋・村山・根木・菊地） 52回 2015

阿毛　清夏　(2) ｱﾓｳ ｻﾔｶ

金田　のぞみ(3) ｶﾈﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

海野　歩美　(2) ｳﾝﾉ ｱﾕﾐ

佐藤　羽菜　(2) ｻﾄｳ ﾊﾅ

高橋　愛実香(1) ﾀｶﾊｼ ｱﾐｶ

安部　咲希　(3) ｱﾍﾞ ｻｷ

前山　すみれ(3) ﾏｴﾔﾏ ｽﾐﾚ

小関　みゆ紀(3) ｺｾｷ ﾐﾕｷ

佐藤　　和　(3) ｻﾄｳ ﾉﾄﾞｶ

明石　　桃　(2) ｱｶｼ ﾓﾓ

鈴木　美玖　(3) ｽｽﾞｷ ﾐｸ

池田　有里　(2) ｲｹﾀﾞ ﾕﾘ

山岡　優利　(2) ﾔﾏｵｶ ﾕｳﾘ

川村　　桃　(1) ｶﾜﾑﾗ ﾓﾓ

梶原　倫佳　(3) ｶｼﾞﾜﾗ ﾘﾝｶ

斎藤　唯菜　(1) ｻｲﾄｳ ﾕｲﾅ

黒沼　　鈴　(3) ｸﾛﾇﾏ ｽｽﾞ

6 50.37 米沢興譲館高

7 50.56 酒田南高

5 50.17 米沢中央高

8 51.18 酒田光陵高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 中学男子４×１００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

山口　大翔　(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

田中　涼祐　(3) ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ

大場　貴元　(3) ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾕｷ

結城　海輝　(3) ﾕｳｷ ｶｲｷ

舘内　直哉　(3) ﾀﾃｳﾁ ﾅｵﾔ

今田　大河　(3) ｺﾝﾀ ﾀｲｶﾞ

豊川　勇斗　(3) ﾄﾖｶﾜ ﾊﾔﾄ

武田　渉夢　(3) ﾀｹﾀﾞ ｱﾕﾑ

幸山　洸稀　(3) ｺｳﾔﾏ ｺｳｷ

市川　日向　(3) ｲﾁｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ

羽柴　穣之介(2) ﾊｼﾊﾞ ｼﾞｮｳﾉｽｹ

髙橋　陽夢　(3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ

佐藤　　秀　(2) ｻﾄｳ ｼｭｳ

菅原　佑太　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ

髙橋　　翼　(3) ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ

中條 扇之介(3) ﾅｶｼﾞｮｳ ｾﾝﾉｽｹ

2 45.48 山形二中Ａ

3 46.02 神町中Ａ

オーダー

1 45.35 天童一中Ａ

4 46.07 酒田四中

大会記録 ４５．１３ 酒田第四 （五十嵐・高橋響・佐原・高橋瀬） 52回 2015

中條　扇之介(3) ﾅｶｼ ｮｳ ｾﾝﾉｽｹ

岡崎　涼那　(3) ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾅ

髙橋　玲音　(2) ﾀｶﾊｼ ﾚｵﾝ

工藤　滉樹　(3) ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｷ

大場　心太朗(2) ｵｵﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

皆川　泰毅　(2) ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ

我妻　峻典　(2) ﾜｶﾞﾂﾏ ｼｭﾝｽｹ

大場　滉介　(3) ｵｵﾊﾞ ｺｳｽｹ

佐竹　智弘　(3) ｻﾀｹ ﾄﾓﾋﾛ

江口　雄大　(3) ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

池田　諒介　(3) ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

横山　湧大　(2) ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

仲川　　輝　(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

安孫子　光　(3) ｱﾋﾞｺ ﾋｶﾙ

山田　賢毅　(3) ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｷ

山口　颯人　(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

佐藤　淳哉　(3) ｻﾄｳ ｱﾂﾔ

6 47.13 米沢五中

7 47.14 山形十中

5 46.97 東根一中Ａ

8 47.17 川西中Ａ



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 中学女子４×１００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

佐野　杏菜　(3) ｻﾉ ｱﾝﾅ

星川　桃子　(3) ﾎｼｶﾜ ﾓﾓｺ

吉仲　　凜　(3) ﾖｼﾅｶ ﾘﾝ

小松　優衣　(2) ｺﾏﾂ ﾕｲ

高橋　那奈　(3) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ

五十嵐　果鈴(3) ｲｶﾞﾗｼ ｶﾘﾝ

後藤　彩夢　(3) ｺﾞﾄｳ ｱﾑ

鈴木　葵葉　(3) ｽｽﾞｷ ｱｵﾊﾞ

佐藤　莉奈　(2) ｻﾄｳ ﾘﾅ

中崎　　和　(3) ﾅｶｻﾞｷ ﾅｺﾞﾐ

佐藤　愛華　(3) ｻﾄｳ ｱｲｶ

佐藤　花穂　(3) ｻﾄｳ ｶﾎ

髙橋　愛理　(3) ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ

石山　怜亜　(2) ｲｼﾔｱ ﾚｱ

松田　小幸　(3) ﾏﾂﾀﾞ ｺﾕｷ

渡辺 渚月 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ

オーダー

1 52.09 酒田四中

4 52.75 山形大附中Ａ

2 52.68 鶴岡一中Ａ

3 52.74 鶴岡五中Ａ

大会記録 ５０．５６ 神 町 （五十嵐・海藤・原田・齋藤） 46回 2008

渡辺　渚月　(3) ﾜﾀﾅ  ﾅﾂｷ

富樫　虹海　(2) ﾄｶﾞｼ ﾅﾅﾐ

中村　さつき(3) ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ

斎藤　紅葉　(3) ｻｲﾄｳ ｸﾚﾊ

佐藤　愛奏　(3) ｻﾄｳ ﾏﾅｶ

吉沢　真穂　(2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾎ

吉田　未奈　(3) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾅ

下山　奈央　(2) ｼﾓﾔﾏ ﾅｵ

岡崎　郁菜　(3) ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐﾅ

石川　舞桜　(2) ｲｼｶﾜ ﾏｵ

川崎　莉佳　(2) ｶﾜｻｷ ﾘｶ

大塚　喜歩　(2) ｵｵﾂｶ ｷﾎ

大前　夏希　(2) ｵｵﾏｴ ﾅﾂｷ

髙橋　梨心　(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｺ

渡部　結子　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ

原田　真白　(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾏｼﾛ

髙橋　美羽　(2) ﾀｶﾊｼ ﾐｳ

4 52.75 余目中Ａ

8 53.28 米沢三中

6 53.18 山形十中

7 53.26 赤湯中


