
種目 中学女子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 12.91 +1.7 笹川　愛琉　(2) ｻｻｶﾜ ｱｲﾙ 大江中

2 13.15 +0.2 髙橋　亜珠　(2) ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 尾花沢中

3 13.20 -1.6 廣居　千尋　(3) ﾋﾛｲ ﾁﾋﾛ 白鷹中

4 13.28 +1.4 小松　優衣　(3) ｺﾏﾂ ﾕｲ 酒田四中

5 13.33 +3.6 佐々木玲花　(3) ｻｻｷ ﾚｲｶ 神町中

6 13.37 +1.7 五十嵐陽菜　(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾅ 神町中
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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 13.45 +1.7 荒井　りさ子(2) ｱﾗｲ ﾘｻｺ 山形四中

7 13.45 +1.0 伊藤　咲稀　(3) ｲﾄｳ ｻｷ 酒田六中



第55回山形県通信陸上競技大会

種目 中学女子４００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1  1:00.15 廣居　千尋　(3) ﾋﾛｲ ﾁﾋﾛ 白鷹中

2  1:02.46 柏倉　うみ　(2) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｳﾐ 中山中

3  1:03.74 笠原　由菜　(3) ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾅ 天童三中

4  1:03.83 狩野　琉姫　(3) ｶﾘﾉ ﾙｷ 山形四中

5  1:03.88 森　　伽音　(3) ﾓﾘ ｶﾉﾝ 山形十中

6  1:05.50 髙橋　美羽　(3) ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 米沢三中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５９．１１ 高野 未来 山形第十 42回 2004

7  1:05.78 川崎　莉佳　(3) ｶﾜｻｷ ﾘｶ 赤湯中

8  1:05.84 小野寺　美麗(2) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾚｲ 天童三中
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種目 中学女子１５００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1  4:49.72 石山　心菜　(3) ｲｼﾔﾏ ｺｺﾅ 上山南中

2  4:51.49 髙橋　華瑠亜(3) ﾀｶﾊｼ ｶﾙｱ 陵南中

3  4:51.69 森　　伽音　(3) ﾓﾘ ｶﾉﾝ 山形十中

4  4:54.84 渡部　花音　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 山形四中

5  4:55.51 狩野　琉姫　(3) ｶﾘﾉ ﾙｷ 山形四中

6  4:56.29 高橋　彩那　(3) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 赤湯中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４：３５．２５ 石澤 希らら 上山南 52回 2015

7  4:56.67 槇　　香澄　(2) ﾏｷ ｶｽﾐ 河北中

8  4:57.61 奥山　悠華　(2) ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ 河北中
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種目 中学女子走高跳

順位 所　　　　属 備   考

1 1m45 前田　海藍　(3) ﾏｴﾀ ﾐﾗﾝ 鶴岡二中

2 1m43 渡部　真夏　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 米沢四中

3 1m35 武田　恭佳　(2) ﾀｹﾀﾞ ｷｮｳｶ 山寺中

3 1m35 井上　穂乃果(2) ｲﾉｳｴ ﾎﾉｶ 葉山中

3 1m35 河村　結衣　(3) ｶﾜﾑﾗ ﾕｲ 尾花沢中

3 1m35 小林　琉奈　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 長井北中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １ｍ５９ 山口 あゆみ 上山南 41回 2003

3 1m35 加藤　柚葉　(2) ｶﾄｳ ﾕｽﾞﾊ 酒田四中

3 1m35 池田　悠花　(3) ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ 藤島中



第55回山形県通信陸上競技大会

種目 中学女子走幅跳

順位 所　　　　属 備　　　考

1   4m95 -0.1 笠原　由菜　(3) ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾅ 天童三中

2   4m80 +0.3 石川　舞桜　(3) ｲｼｶﾜ ﾏｵ 赤湯中

3   4m78 -0.7 遠藤　奈那　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 山形十中

3   4m78 +1.3 伊藤　寧音　(3) ｲﾄｳ ﾈﾈ 鶴岡二中

5   4m67 -1.4 金内　楓佳　(2) ｶﾅｳﾁ ﾌｳｶ 酒田六中

6   4m61 +0.5 髙嶋　彩乃　(2) ﾀｶｼﾏ ｱﾔﾉ 高楯中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５ｍ７２ 池田 久美子 酒田第三 32回 1994

風：

7   4m60 +0.5 川合　世蘭　(3) ｶﾜｱｲ ｾﾗﾝ 宮内中

8   4m49 +1.9 五十嵐　花歩(3) ｲｶﾗｼ ｶﾎ 鶴岡二中
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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  10m84 佐藤　　咲　(3) ｻﾄｳ ｻｷ 鶴岡四中

2  10m45 五十嵐満梨奈(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾘﾅ 鶴岡四中

3  10m41 工藤　茉咲　(3) ｸﾄﾞｳ ﾏｻｷ 酒田一中

4  10m03 柴田　菜那　(3) ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 櫛引中

5   9m84 萬年　莉乃　(3) ﾏﾝﾈﾝ ﾘﾉ 藤島中

6   9m64 上野　夏歩　(3) ｳｴﾉ ｶﾎ 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   9m62 後藤　雅奈　(3) ｺﾞﾄｳ ﾓﾅ 山寺中

8   9m38 日塔　　蓮　(3) ﾆｯﾄｳ ﾚﾝ 葉山中


