
種目 一般・高校女子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 12.12 -0.5 茨木　　凜　(2) ｲﾊﾞﾗｷ ﾘﾝ 九里学園高

2 12.34 +1.3 伊藤　新菜　(4) ｲﾄｳ ﾆｲﾅ 山形大

3 12.51 -0.5 開沼　美帆　(3) ｶｲﾇﾏ ﾐﾎ 九里学園高

4 12.54 -0.5 和地　彩花　(3) ﾜﾁ ｱﾔｶ 九里学園高

5 12.56 -0.5 酒井　観月　(2) ｻｶｲ ﾐﾂﾞｷ 九里学園高

6 12.66 +1.3 菊地　　葵　(1) ｷｸﾁ ｱｵｲ 山形大

第54回山形県通信陸上競技大会

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １１．９０ 茂木 麻子 楯岡高教 36回 1998

風：

7 12.68 +1.3 阪　　希望　(1) ﾊﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 山形中央高

8 12.76 -0.5 武田　花音　(2) ﾀｹﾀﾞ ｶﾉﾝ 九里学園高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校女子４００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 59.58 渋谷　なつの(3) ｼﾌﾞﾔ ﾅﾂﾉ 山形北高

2  1:02.05 金田　のぞみ(3) ｶﾈﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 米沢中央高

3  1:02.10 海谷　麻尋　(3) ｶｲﾔ ﾏﾋﾛ 山形西高

4  1:03.25 佐藤　羽菜　(2) ｻﾄｳ ﾊﾅ 米沢中央高

5  1:03.76 大場　衣紗子(2) ｵｵﾊﾞ ｲｻｺ 山辺高

6  1:03.87 五十嵐　有彩(3) ｲｶﾞﾗｼ ｱﾘｻ 山形北高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５７．６２ 佐藤 日奈子 酒田南高 51回 2014

7  1:04.10 髙谷　華音　(2) ﾀｶﾔ ｶﾉﾝ 谷地高

8  1:04.17 武田　美代子(6) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾖｺ 山形大



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校女子１５００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1  4:51.03 髙橋　侑愛　(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 山形城北高

2  4:51.71 佐藤　明日美 (2) ｻﾄｳ ｱｽﾐ 酒田南高

3  4:52.17 金村　真帆　(3) ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ 山形北高

4  4:52.33 長沼　明音　(2) ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ 九里学園高

5  4:52.94 蜂屋　真子　(3) ﾊﾁﾔ ﾏｺ 九里学園高

6  4:55.63 田中　優衣　(1) ﾀﾅｶ ﾕｲ 東海大山形高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４：２４．３６ 熊坂 香織 スポーツ山形２１ 44回 2006

7  4:57.65 大沼　亜衣　(1) ｵｵﾇﾏ ｱｲ 山形城北高

8  4:57.70 情野　結衣　(3) ｾｲﾉ ﾕｲ 九里学園高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校女子走高跳

順位 所　　　　属 備   考

1 1m53 阿毛　清夏　(2) ｱﾓｳ ｻﾔｶ 山形大

1 1m53 荒尾　明里（3） ｱﾗｵ ｱｶﾘ 酒田西高

3 1m50 情野　ひなた(1) ｾｲﾉ ﾋﾅﾀ 九里学園高

3 1m50 杉沼　凜穂　(1) ｽｷﾞﾇﾏ ﾘﾎ 山形商高

5 1m45 伊藤　　葵　(3) ｲﾄｳ ｱｵｲ 山形西高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １ｍ６５ 鈴木 美名子 城北女子高 18回 1980

佐藤 ゆみ子 山形中央高 21回 1983

鈴木 智恵 日大山形高 24回 1986

本間 ゆみ子 山形中央高教 30回 1992

阿部 奈生 上山明新館高 48回 2010

武田 萌伽 新庄東高 53回 2016

5 1m45 髙橋　里奈　(2) ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 酒田光陵高

7 1m40 横山　あみ　(1) ﾖｺﾔﾏ ｱﾐ 九里学園高

7 1m40 村井　祐菜　(2) ﾑﾗｲ ﾕｳﾅ 山形商高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校女子走幅跳

順位 所　　　　属 備　　　考

1   5m36 +2.7 柿﨑　美月　(3) ｶｷｻﾞｷ ﾐﾂﾞｷ 神室産高

2   4m91 0.0 柴田　　宏　(4) ｼﾊﾞﾀ ｺｳ 山形大

3   4m87 +0.8 山田　璃可子(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶｺ 米沢中央高

4   4m84 -0.5 外山　幾恵　(3) ｿﾃﾞﾔﾏ ｲｸｴ 九里学園高

5   4m79 -1.6 平塚　夏乃　(2) ﾋﾗﾂｶ ｶﾉ 山辺高

6   4m78 +0.7 酒井　観月　(1) ｻｶｲ ﾐﾂﾞｷ 米沢中央高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５ｍ６５ 土田 恵子 酒田西高 8回 1970

風：

7   4m68 +0.6 武田　麻梨乃(3) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘﾉ 山形北高

8   4m61 +1.1 藤原　あかり(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾘ 山形北高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校女子砲丸投
（砲丸の重さ　　　４．０００㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  11m05 渡部　結衣　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 鶴岡北高

2   9m23 菅原　佳穂　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾎ 酒田光陵高

3   9m11 岡崎　美里　(2) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻﾄ 山形西高

4   8m12 中根　里紗　(2) ﾅｶﾈ ﾘｻ 山形西高

5   8m04 齋藤　百華　(2) ｻｲﾄｳ ﾓﾓｶ 鶴岡南高

6   7m83 梅津　瑠依　(3) ｳﾒﾂ ﾙｲ 米沢中央高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １３ｍ７３ 齋藤 早希 鶴岡中央高 49回 2012

7   7m59 鹿柴　杏香　(2) ｶｼﾊﾞ ｷｮｳｶ 山形中央高

8   7m53 川越　　祭　(2) ｶﾜｺﾞｴ ﾏﾂﾘ 山辺高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校女子円盤投
（円盤の重さ　　　１．０００㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  47m94 齋藤　真希　(2) ｻｲﾄｳ ﾏｷ 鶴岡工高 大会新記録

2  41m23 渡部　結衣　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 鶴岡北高

3  31m26 梅津　瑠依　(3) ｳﾒﾂ ﾙｲ 米沢中央高

4  30m07 丸山　日陽里(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾖﾘ 南陽高

5  28m09 飯野　葉月　(3) ｲｲﾉ ﾊﾂﾞｷ 山形北高

6  25m81 秋生　彩佳　(2) ｱｷｳ ｱﾔｶ 山形商高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４６ｍ１２ 横山 千鶴子 新栄スポーツ 18回 1980

7  25m42 猪俣　璃々菜(1) ｲﾉﾏﾀ ﾘﾘﾅ 米沢中央高

8  23m09 鈴木　　優　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳ 高畠高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校女子やり投
（やりの重さ　　　０．６００㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  35m55 小川　　悠 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 山形ＴＦＣ

2  33m90 笹原　佑香　(3) ｻｻﾊﾗ ﾕｶ 山形商高

3  32m52 半田　　愛　(3) ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ 山形中央高

4  32m35 齋藤たまき　(2) ｻｲﾄｳ ﾀﾏｷ 山形商高

5  31m29 二宮　翔香　(2) ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳｶ 九里学園高

6  30m51 本間　美海 ﾎﾝﾏ ﾐｳ 庄内ＡＣ

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４５ｍ９７ 冨樫 時子 山形ＴＦＣ 44回 2006

7  29m15 赤間　広美　(2) ｱｶﾏ ﾋﾛﾐ 長井高

8  26m88 柿﨑　美月　(3) ｶｷｻﾞｷ ﾐﾂﾞｷ 神室産高


