
第54回山形市中学校新人陸上競技大会 2017年9月23日(土)～24日(日)
　　　　 決勝一覧表

山形県あかねヶ丘陸上競技場

性別 種別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 １年 9/24 １００ｍ 新堀　　奏　(1) 12.08 岡　　航希　(1) 12.22 武田　悠登　(1) 12.32 小木曽洸太　(1) 12.48 佐藤　希良　(1) 12.82 丹波　翔空　(1) 12.97 鑓水　翔太　(1) 12.99 澤田　晴太　(1) 13.01

山形第七 +0.9 山形第三 +0.9 山形第四 +0.9 山形第四 +0.9 金井 +0.9 山形第四 +0.9 山形第六 +0.9 山形第三 +0.9 
男子 ２年 9/23 １００ｍ 瀧口　和寿　(2) 11.53 戸田　　樹　(2) 11.86 須藤　研太　(2) 11.90 奥山　叶幸　(2) 11.93 横山　湧大　(2) 12.02 丹羽　陽希　(2) 12.03 渡部　広大　(2) 12.26 大友　岳斗　(2) 12.32

山形第七 +1.3 山形第七 +1.3 蔵王第一 +1.3 金井 +1.3 山形第十 +1.3 山形第三 +1.3 山形第三 +1.3 山形第四 +1.3 
男子 共通 9/24 ２００ｍ 瀧口　和寿　(2) 23.66 須藤　研太　(2) 24.12 奥山　叶幸　(2) 24.64 戸田　　樹　(2) 24.75 新堀　　奏　(1) 24.78 丹羽　陽希　(2) 25.00 大友　岳斗　(2) 25.13 松坂　悠汰　(2) 25.30

山形第七 -0.1 蔵王第一 -0.1 金井 -0.1 山形第七 -0.1 山形第七 -0.1 山形第三 +0.0 山形第四 +0.0 山形第一 -0.1 
男子 共通 9/23 ４００ｍ 須藤　研太　(2) 54.96 松坂　悠汰　(2) 56.34 西田　侑生　(2) 58.83 高橋　陽汰　(2) 59.19 清野　巧真　(2) 59.99 新堀　　奏　(1)  1:00.03 榊　　尚真　(2)  1:00.27 岡﨑　留己　(2)  1:00.82

蔵王第一 NGR 山形第一 山形第六 山形第四 山形第一 山形第七 山形第四 山形第一

男子 共通 9/24 ８００ｍ 武口　昴瑠　(2)  2:09.30 小関重太郎　(2)  2:14.76 高橋　陽汰　(2)  2:18.23 榊　　尚真　(2)  2:19.88 久下　温人　(1)  2:21.91 髙橋　　聖　(2)  2:21.97 横澤　颯太　(2)  2:22.12 佐藤　佑樹　(2)  2:24.26
山形第二 山形第二 山形第四 山形第四 山形第十 金井 山形第三 山大附属

男子 １年 9/23 １５００ｍ 志貴　滉太　(1)  4:35.80 長澤　　遼　(1)  4:39.07 久下　温人　(1)  4:42.24 木村　佳瑚　(1)  4:42.36 高見　泰杜　(1)  4:44.85 亀井　　直　(1)  5:00.10 結城　拓巳　(1)  5:05.05 土屋　春近　(1)  5:05.25
山形第六 山形第一 山形第十 蔵王第一 山形第一 山形第五 山大附属 山形第一

男子 ２年 9/23 １５００ｍ 細谷　建斗　(2)  4:22.25 鎌田　匠馬　(2)  4:26.32 田中悠太郎　(2)  4:33.96 青山　昂世　(2)  4:36.65 板垣　裕士　(2)  4:37.48 赤間　颯太　(2)  4:38.42 大井　琉空　(2)  4:40.42 小関重太郎　(2)  4:42.12
山形第一 山形第十 金井 山形第四 山形第六 山形第六 山形第二 山形第二

男子 共通 9/24 ３０００ｍ 細谷　建斗　(2)  9:21.45 鎌田　匠馬　(2)  9:26.25 武口　昴瑠　(2)  9:54.21 田中悠太郎　(2)  9:57.79 志貴　滉太　(1) 10:00.34 赤間　颯太　(2) 10:01.43 大井　琉空　(2) 10:12.78 長澤　　遼　(1) 10:17.30
山形第一 山形第十 山形第二 金井 山形第六 山形第六 山形第二 山形第一

男子 共通 9/23 １１０ｍＨ 瀧口　和寿　(2) 16.84 吉田　優希　(2) 18.21 谷川　隼一　(2) 18.53 芳賀　俊亮　(2) 18.69 岡　　航希　(1) 19.07 長沼　飛龍　(2) 19.27 塩野　道斗　(1) 20.42 中山　凜久　(2) 21.15
(0.914m) 山形第七 +0.2 山形第一 +0.2 山形第四 +0.2 山形第十 +0.2 山形第三 +0.2 山形第六 +0.2 山形第六 -0.1 蔵王第一 -0.1 

男子 共通 9/24 ４×１００ｍ 山形第七 46.72 山形第四 47.68 山形第一 47.72 山形第三 48.79 蔵王第一 49.02 金　井 49.47 山形第五 51.48 山形第二 52.68
  新堀　　奏　(1)   武田　悠登　(1)   岡﨑　留己　(2)   岡　　航希　(1)   浅野　　天　(1)   長沢　星覇　(2)   後藤　　空　(2)   石原　来人　(1)
  戸田　　樹　(2)   大友　岳斗　(2)   清野　巧真　(2)   渡部　広大　(2)   柴田　　隼　(2)   佐藤　希良　(1)   勝見　　光　(1)   後藤　唯斗　(2)
  志藤　拓真　(1)   小木曽洸太　(1)   松坂　悠汰　(2)   高橋　　峻　(2)   中山　凜久　(2)   福嶋　琉斗　(2)   会田　駿哉　(1)   髙橋　颯汰　(2)
  瀧口　和寿　(2)   山本　輝音　(2)   進藤　光介　(2)   丹羽　陽希　(2)   須藤　研太　(2)   奥山　叶幸　(2)   塚田　圭亮　(2)   佐藤　勇気　(2)

男子 共通 9/23 走高跳 渡邉　陽仁　(1) 1m64 伊藤　快斗　(1) 1m61 長沼　飛龍　(2) 1m58 吉田　優希　(2) 1m45 会田　透耶　(1) 1m45 堀川　長熙　(1) 1m40 中村　亮太　(1) 1m40 佐藤　佑樹　(2) 1m30
山大附属 山形第六 山形第六 山形第一 山形第六 山形第六 山大附属 山大附属

男子 共通 9/23 棒高跳 佐藤　　礼　(2) 2m40
山形第七

男子 共通 9/24 走幅跳 横山　湧大　(2) 5m88 進藤　光介　(2) 5m76 山本　輝音　(2) 5m73 武田　悠登　(1) 5m25 佐藤　真輝　(2) 5m17 塩野　道斗　(1) 4m53 齋藤　路朗　(2) 4m49 渡邉　純生　(1) 4m26
山形第十 +1.8 山形第一 +1.2 山形第四 +0.8 山形第四 +1.7 山形第三 -0.2 山形第六 +1.5 山大附属 +1.9 山形第六 +1.4 

男子 共通 9/24 砲丸投 吉田　優希　(2)  10m14 布施　和規　(2)   9m38 東海林慎也　(1)   9m05 日下部朋樹　(1)   7m66 庄司　智哉　(1)   7m35 城守　広陽　(2)   6m58 木村　遙也　(1)   6m20 山川　瑛真　(1)   5m99
(5.000kg) 山形第一 NGR 山寺 蔵王第一 金井 山大附属 山形第一 山形第六 金井

女子 １年 9/24 １００ｍ 荒井りさ子　(1) 13.55 鈴木　結羽　(1) 13.68 髙嶋　彩乃　(1) 13.68 遠藤　奈那　(1) 13.70 佐藤　優衣　(1) 13.72 工藤　美穂　(1) 13.73 岩田　花凜　(1) 14.28 岡村　　凜　(1) 14.34
山形第四 -0.2 山形第五 -0.2 高楯 -0.2 山形第十 -0.2 山形第十 -0.2 山形第三 -0.2 山大附属 -0.2 山形第三 -0.2 

女子 ２年 9/23 １００ｍ 石山　怜亜　(2) 13.43 下山　奈央　(2) 13.56 前田ひなの　(2) 13.57 桂　　佳惠　(2) 13.79 吉沢　真穂　(2) 13.89 粟野ほの夏　(2) 13.99 設樂　花菜　(2) 14.05 田口　優実　(2) 14.61
山大附属 +0.9 山形第十 +0.9 山形第三 +0.9 山形第五 +0.9 山形第十 +0.9 山形第三 +0.9 山形第四 +0.9 山形第十 +0.9 

女子 共通 9/24 ２００ｍ 石山　怜亜　(2) 27.93 桂　　佳惠　(2) 28.32 吉沢　真穂　(2) 28.73 前田ひなの　(2) 28.77 工藤　美穂　(1) 29.08 飯澤　日向　(2) 29.37 佐藤　優衣　(1) 29.39 伊藤　彩乃　(2) 29.47
山大附属 +0.7 山形第五 +0.7 山形第十 +0.7 山形第三 +0.7 山形第三 +0.7 山形第六 +0.8 山形第十 +0.7 金井 +0.8 

女子 １年 9/24 ８００ｍ 渡部　花音　(1)  2:24.51 本村　七帆　(1)  2:31.89 槇　　萌花　(1)  2:39.49 佐藤　真遥　(1)  2:41.00 後藤　綾花　(1)  2:42.14 東海林　諒　(1)  2:43.01 稲葉　梨華　(1)  2:43.97 佐藤　朱莉　(1)  2:45.21
山形第四 山形第十 山形第四 山形第十 山形第十 山形第一 山形第十 山形第二

女子 ２年 9/24 ８００ｍ 狩野　琉姫　(2)  2:24.10 森　　伽音　(2)  2:26.10 高木　　環　(2)  2:29.27 須貝　水綺　(2)  2:33.70 布施　寧々　(2)  2:34.06 武田　新菜　(2)  2:35.45 渡邉　華南　(2)  2:38.06 澤田　　爽　(2)  2:38.71
山形第四 山形第十 山形第一 山形第三 山寺 山形第三 金井 山形第五

女子 共通 9/23 １５００ｍ 森　　伽音　(2)  4:52.82 渡部　花音　(1)  4:54.69 高木　　環　(2)  4:56.72 狩野　琉姫　(2)  4:59.30 本村　七帆　(1)  5:12.43 澤田　　爽　(2)  5:13.97 布施　寧々　(2)  5:16.65 須貝　水綺　(2)  5:23.68
山形第十 山形第四 山形第一 山形第四 山形第十 山形第五 山寺 山形第三

女子 共通 9/23 １００ｍＨ 下山　奈央　(2) 16.29 山崎　瑞歩　(2) 17.50 後藤　萌々　(2) 18.58 澁谷　杏璃　(2) 18.69 三浦　真奈　(1) 18.80 狩野　実香　(1) 19.45 武田　結菜　(1) 19.95 齊藤　ゆら　(1) 20.08
(0.762m) 山形第十 +0.2 山形第十 +0.2 山形第一 +0.2 山形第四 +0.2 山形第一 +0.2 山形第四 -0.3 山形第六 -0.1 山形第一 -0.3 

女子 共通 9/24 ４×１００ｍ 山形第十 53.64 山形第三 54.26 山形第五 54.30 山形第四 54.48 山形大附属 55.11 山形第六 56.19 蔵王第一 56.52 山形第二 57.10
  遠藤　奈那　(1)   粟野ほの夏　(2)   武田　夏芽　(2)   渋谷　桃花　(2)   佐藤　麗菜　(1)   海野　杏奈　(2)   小林　百花　(2)   山川　椎菜　(2)
  佐藤　優衣　(1)   工藤　美穂　(1)   桂　　佳惠　(2)   荒井りさ子　(1)   石山　怜亜　(2)   国井　友花　(2)   佐藤　亜美　(2)   菊池　麻彩　(2)
  吉沢　真穂　(2)   岡村　　凜　(1)   佐々木優羽　(2)   狩野　琉姫　(2)   太田　媛華　(2)   齋藤　琴音　(2)   高橋　葵衣　(2)   安西由加莉　(1)
  下山　奈央　(2)   前田ひなの　(2)   鈴木　結羽　(1)   設樂　花菜　(2)   岩田　花凜　(1)   飯澤　日向　(2)   赤坂　美玲　(1)   渡会萌々佳　(2)

女子 共通 9/24 走高跳 武田　恭佳　(1) 1m35 板垣　香穂　(2) 1m35 髙橋ももこ　(1) 1m30 海野　杏奈　(2) 1m25 楯　　絢名　(2) 1m20
山寺 蔵王第一 山大附属 山形第六 山形第六

女子 共通 9/23 走幅跳 髙嶋　彩乃　(1) 4m73 設樂　花菜　(2) 4m52 遠藤　奈那　(1) 4m42 渋谷　桃花　(2) 4m35 国井　友花　(2) 4m13 田口　優実　(2) 4m08 武田　虹海　(2) 4m03 内谷　杏心　(2) 3m95
高楯 -0.0 山形第四 -0.0 山形第十 -0.3 山形第四 +0.6 山形第六 +0.5 山形第十 +1.4 山形第四 +0.6 金井 +0.5 

女子 共通 9/24 砲丸投 後藤　雅奈　(2)  10m25 井上　萌香　(2)   9m00 菊地　愛菜　(2)   8m05 片倉　磨那　(2)   7m46 齊藤　ゆら　(1)   7m13 小松　優奈　(2)   6m69 児玉　愛菜　(2)   6m62 布施　真凜　(1)   6m51
(2.721kg) 山寺 金井 山形第四 山形第一 山形第一 山形第三 山形第四 山寺

凡例（NGR: 大会新記録）


