
種目 中学女子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 12.54 +1.5 池田　　遍　(3) ｲｹﾀﾞ ｱﾏﾈ 酒田三中

2 12.72 +2.0 柏倉　うみ　(3) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｳﾐ 中山中

3 12.86 -0.1 髙橋　亜珠　(3) ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 尾花沢中

4 12.95 -0.1 笹川　愛琉　(3) ｻｻｶﾜ ｱｲﾙ 大江中

5 13.00 +1.3 佐藤　花夏　(2) ｻﾄｳ ｶﾅ 酒田東部中

6 13.09 0 竹田　彩花　(2) ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ 大富中

7 13.10 +2.9 本間　優羽　(2) ﾎﾝﾏ ﾕｳ 鶴岡四中

8 13.12 -0.1 荒井　りさ子(2) ｱﾗｲ ﾘｻｺ 山形四中

第56回山形県通信陸上競技大会

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １２．３ 庄司 奈実 酒田第二 27回 1989

風：風：



第56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  1:03.48 渡部　花音　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 山形四中

2  1:04.18 小野寺　美麗(3) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾚｲ 天童三中

3  1:04.73 佐藤　　碧　(3) ｻﾄｳ ｱｵｲ 酒田六中

4  1:04.74 森谷　乙葉　(3) ﾓﾘﾔ ｵﾄﾊ 東根二中

5  1:05.41 齋藤　姫奈　(2) ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 小国中

6  1:05.51 髙橋　美朋　(3) ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 赤湯中

7  1:05.74 近野　悠楽　(2) ｺﾝﾉ ﾕﾗ 米沢二中

8  1:06.20 五十嵐　陽香(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ 白鷹中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５９．１１ 高野 未来 山形第十 42回 2004



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 中学女子１５００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1  4:48.41 渡部　花音　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 山形四中

2  4:48.47 小野寺　美麗(3) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾚｲ 天童三中

3  4:52.55 武田　澪蘭　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾗﾉ 陵南中

4  4:54.90 本村　七帆　(3) ﾓﾄﾑﾗ ﾅﾅﾎ 山形十中

5  4:55.34 菱沼　ななみ(2) ﾋｼﾇﾏ ﾅﾅﾐ 山形十中

6  4:57.24 奥山　悠華　(3) ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ 河北中

7  4:57.41 渡部　莉奈　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 高畠中

8  4:59.26 加藤　　結　(3) ｶﾄｳ ﾕｲ 米沢六中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４：３５．２５ 石澤 希らら 上山南 52回 2015



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 中学女子走高跳

順位 所　　　　属 備   考

1 1m51 武田　恭佳　(3) ﾀｹﾀﾞ ｷｮｳｶ 山寺中

2 1m48 渡部　菜々　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ 鶴岡二中

3 1m40 中川　愛未　(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 白鷹中

3 1m40 宇津木　楓果(3) ｳﾂｷﾞ ﾌｳｶ 赤湯中

3 1m40 佐藤　乃彩　(3) ｻﾄｳ ﾉｱ 酒田二中

3 1m40 新岡　沙樹　(3) ﾆｲｵｶ ｻｷ 陵南中

3 1m40 井上穂乃果　(3) ｲﾉｳｴ ﾎﾉｶ 葉山中

8 1m35 大木　優花　(3) ｵｵｷ ﾕｳｶ 米沢四中

8 1m35 佐藤　未空　(3) ｻﾄｳ ﾐｸ 高畠中

8 1m35 本間　桃果　(2) ﾎﾝﾏ ﾓﾓｶ 酒田六中

8 1m35 村川　しず香(2) ﾑﾗｶﾜ ｼｽﾞｶ 楯岡中

8 1m35 齋藤　梨乃　(3) ｻｲﾄｳ ﾘﾉ 上山北中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １ｍ５９ 山口 あゆみ 上山南 41回 2003



第56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   5m08 +0.2 秋葉　日愛　(3) ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ 天童四中

2   4m99 -2.1 遠藤　奈那　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 山形十中

3   4m98 -1.1 枝松　穂花　(2) ｴﾀﾞﾏﾂ ﾎﾉｶ 蔵王一中

4   4m77 +2.4 田中　美優　(3) ﾀﾅｶ ﾐﾕ 米沢四中

5   4m70 -0.7 本間　優羽　(2) ﾎﾝﾏ ﾕｳ 鶴岡四中

6   4m69 -2.0 髙嶋　彩乃　(3) ﾀｶｼﾏ ｱﾔﾉ 高楯中

6   4m69 -0.8 五十嵐　清佳(2) ｲｶﾞﾗｼ ｻﾔｶ 余目中

8   4m67 +1.6 斎藤　綾菜　(3) ｻｲﾄｳ ｱﾔﾅ 余目中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５ｍ７２ 池田 久美子 酒田第三 32回 1994

風：



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 中学女子砲丸投
（砲丸の重さ　　　２．７２１㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  10m24 山口　あすか(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽｶ 上山南中

2  10m17 吉田　野々花(3) ﾖｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 山形六中

3   9m54 髙橋　礼宝　(3) ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾎｳ 米沢四中

4   9m14 小林　聖彩　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 鶴岡二中

5   8m93 大沼　春花　(2) ｵｵﾇﾏ ﾊﾙｶ 葉山中

6   8m76 小田　紗智　(3) ｵﾀﾞ ｻﾁ 鶴岡四中

7   8m37 菅原　望愛　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾉｱ 酒田六中

8   8m34 村山　凜花　(3) ﾑﾗﾔﾏ ﾘﾝｶ 米沢一中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １４ｍ２０ 市川 久美子 山形第五 22回 1984


