
種目 一般・高校女子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 12.18 -0.3 茨木　　凜　(3) ｲﾊﾞﾗｷ ﾘﾝ 九里学園高

2 12.53 +0.7 菊池　　葵　(2) ｷｸﾁ ｱｵｲ 山形大

3 12.60 +0.7 原　　伶奈　(2) ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ 山形中央高

4 12.82 +0.7 高橋　かおり(3) ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 山形大

5 12.89 +0.7 阿部　璃音　(1) ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 山形中央高

6 12.92 +1.6 齋藤　はるか(1) ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 山形大

第55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：

6 12.92 -0.9 酒井　観月　(3) ｻｶｲ ﾐﾂﾞｷ 九里学園高

8 12.98 -0.3 武田　花音　(3) ﾀｹﾀﾞ ｶﾉﾝ 九里学園高



第55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 58.61 大城　颯奈　(1) ｵｵｷ ﾌｳﾅ 山形大

2  1:00.89 近野　桃花　(3) ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ 九里学園高

3  1:02.07 佐藤　羽菜　(3) ｻﾄｳ　ﾊﾅ 米沢中央高

4  1:02.33 柴﨑　愛有　(2) ｼﾊﾞｻｷ ｱｲﾘ 山形北高

5  1:03.27 髙砂　文音　(2) ﾀｶｻｺﾞ ｱﾔﾈ 山形西高

6  1:03.32 井上　美羽奈(2) ｲﾉｳｴ ﾐｳﾅ 米沢興譲館高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５７．６２ 佐藤 日奈子 酒田南高 51回 2014

7  1:03.62 上野　文歌　(2) ｳｴﾉ ｱﾔｶ 東北学院大

8  1:03.94 浅井　優希　(3) ｱｻｲ ﾕｷ 酒田南高



第55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  4:40.19 佐藤明日美　(3) ｻﾄｳ ｱｽﾐ 酒田南高

2  4:44.23 吉田　百那　(1) ﾖｼﾀﾞ ﾓﾅ 山形城北高

3  4:47.66 和賀　　楓　(1) ﾜｶ ｶｴﾃﾞ 酒田南高

4  4:47.75 榎　　千遥　(2) ｴﾉｷ ﾁﾊﾙ 山形大

5  4:49.05 長沼　明音　(3) ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ 九里学園高

6  4:49.08 佐藤　佳乃　(3) ｻﾄｳ ﾖｼﾉ 酒田南高

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  4:52.05 鈴木　華奈　(1) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 山形城北高

8  4:53.09 舟山　愛理　(4) ﾌﾅﾔﾏ ｱｲﾘ 山形大



第55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 1m35 沼澤　　凜　(1) ﾇﾏｻﾞﾜ ﾘﾝ 東海大山形高

2 1m30 佐藤　羅美　(3) ｻﾄｳ ﾗﾐ 米沢商高

2 1m30 齋藤　由希　(1) ｻｲﾄｳ ﾕｷ 鶴岡工高

2 1m30 佐藤　陽菜子(2) ｻﾄｳ ﾋﾅｺ 山形北高

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



第55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   5m52 +0.4 高橋　かおり(3) ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 山形大

2   4m86 +0.6 山田　璃可子(2) ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｶｺ 米沢中央高

3   4m84 +0.1 小田島　実音(2) ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾐｵ 山形北高

4   4m81 +1.2 酒井　観月　(2) ｻｶｲ　ﾐﾂﾞｷ 米沢中央高

5   4m64 +1.1 平塚　夏乃　(3) ﾋﾗﾂｶ ｶﾉ 山辺高

5   4m64 -1.8 三浦　知里　(3) ﾐｳﾗ ﾁﾘ 東海大山形高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５ｍ６５ 土田 恵子 酒田西高 8回 1970

風：

7   4m54 +0.8 村井　祐菜　(3) ﾑﾗｲ ﾕｳﾅ 山形商高

8   4m49 +0.4 藤川　里菜　(2) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘﾅ 山形学院高



第55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  12m38 齋藤　真希　(3) ｻｲﾄｳ ﾏｷ 鶴岡工高

2  12m37 齋藤　早希 ｻｲﾄｳ ｻｷ 庄内ＡＣ

3  10m16 寺崎　真央　(1) ﾃﾗｻｷ ﾏｵ 山形中央高

4   9m58 岡崎　美里　(3) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻﾄ 山形西高

5   8m09 伊藤　柚月　(2) ｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ 鶴岡中央高

6   7m98 髙山　夢加　(3) ﾀｶﾔﾏ ﾕﾒｶ 鶴岡南高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １３ｍ７３ 齋藤 早希 鶴岡中央高 49回 2012

7   7m96 齋藤　百華　(3) ｻｲﾄｳ ﾓﾓｶ 鶴岡南高

8   7m86 齋藤　あさひ(2) ｻｲﾄｳ ｱｻﾋ 山形北高



第55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  49m43 齋藤　真希　(3) ｻｲﾄｳ ﾏｷ 鶴岡工高 大会新記録

2  43m49 齋藤　早希 ｻｲﾄｳ ｻｷ 庄内ＡＣ

3  36m81 佐藤　ルウ　(3) ｻﾄｳ ﾙｳ 鶴岡工高

4  32m00 寺崎　真央　(1) ﾃﾗｻｷ ﾏｵ 山形中央高

5  30m36 二宮　翔香　(3) ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳｶ 九里学園高

6  29m12 猪俣　璃々菜(2) ｲﾉﾏﾀ　ﾘﾘﾅ 米沢中央高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４７ｍ９４ 齋藤 真希 鶴岡工高 54回 2017

7  24m55 中根　里紗　(3) ﾅｶﾈ ﾘｻ 山形西高

8  24m29 本田　真那　(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅ 山形西高



第55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  39m91 小川　　悠 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 山形ＴＦＣ

2  33m61 猪俣　璃々菜(2) ｲﾉﾏﾀ　ﾘﾘﾅ 米沢中央高

3  30m56 赤間　広美　(3) ｱｶﾏ ﾋﾛﾐ 長井高

4  28m14 鈴木　菜々　(2) ｽｽﾞｷ ﾅﾅ 米沢商高

5  27m90 青木　歌音　(3) ｱｵｷ ｶﾉﾝ 山形学院高

6  26m75 片桐　千愛　(2) ｶﾀｷﾞﾘ ﾁｱｲ 鶴岡工高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４５ｍ９７ 冨樫 時子 山形ＴＦＣ 44回 2006

7  26m58 髙山　夢加　(3) ﾀｶﾔﾏ ﾕﾒｶ 鶴岡南高

8  26m50 本間　美海 ﾎﾝﾏ ﾐｳ 庄内ＡＣ


