
種目 一般・高校男子４×１００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

松田　夢大　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

安部　稜太朗(3) ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

柴崎　駿希　(3) ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｷ

斎藤　　翼　(2) ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

五十嵐　響　(1) ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾋﾞｷ

菊地　悠平　(3) ｷｸﾁ ﾕｳﾍｲ

渡辺　慶太郎(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀﾛｳ

小池　進哉　(3) ｺｲｹ ｼﾝﾔ

安田　直輝　(2) ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ

杉山　　侑　(5) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ

中島　弘貴　(6) ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾀｶ

阿部　誉史　(6) ｱﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ

市川　諒介　(2) ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳｽｹ

山本　大輝　(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

長　　洸太　(3) ﾁｮｳ ｺｳﾀ

佐竹　智弘　(2) ｻﾀｹ ﾄﾓﾋﾛ

伊藤　悠斗　(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ

元木  流星　(2) ﾓﾄｷ ﾘｭｳｾｲ

市川  日向　(2) ｲﾁｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ

大場　心太朗(1) ｵｵﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

阿部　克嗣　(1) ｱﾍﾞ ｶﾂｼﾞ

渡部　鉄馬　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ

髙橋　翼　(2) ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ

伊藤　健治　(2) ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ

帯刀　龍陽　(2) ﾀﾃﾜｷ ﾘｭｳﾋ

佐藤　海翔　(2) ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ

五十嵐瑠伽　(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾙｶ

池野　瑠雅　(1) ｲｹﾉ ﾘｭｳｶﾞ

髙橋　陽夢　(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ

髙橋　玲音　(1) ﾀｶﾊｼ ﾚｵﾝ

大場　貴元　(2) ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾕｷ

佐藤　壱准　(2) ｻﾄｳ ｲﾉﾘ

2 42.63 九里学園高

3 43.65 山形大医学部

第56回山形県通信陸上競技大会

オーダー

1 42.38 米沢中央高

6 44.72 酒田光陵高

7 45.03 酒田南高

4 44.00 米沢興譲館高Ａ

5 44.27 山形中央高

8 45.22 山形学院高

大会記録 ４１．７７ 米沢中央高 （安部・伊藤・遠藤・柴崎） 53回 2016



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校男子４×４００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

松田　夢大　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

安部　稜太朗(3) ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

山口　　蓮　(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ

斎藤　　翼　(2) ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

羽柴　穣之介(1) ﾊｼﾊﾞ ｼﾞｮｳﾉｽｹ

瀧口　和寿　(1) ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ

髙橋　飛雄馬(3) ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳﾏ

柴崎　駿希　(3) ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｷ

井上　侑大　(4) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾞｲ

横山　優作　(3) ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｻｸ

中島　　崇　(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ

吉田　賢太　(4) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ

神尾　雄樹　(3) ｶﾐｵ ﾕｳｷ

髙橋　拓夢　(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ

加藤　唯斗　(2) ｶﾄｳ ﾕｲﾄ

工藤　璃玖　(2) ｸﾄﾞｳ ﾘｸ

佐藤　　空　(3) ｻﾄｳ ｿﾗ

駒村　悠太　(1) ｺﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ

大場　滉介　(2) ｵｵﾊﾞ ｺｳｽｹ

佐藤　駿介　(1) ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

2  3:30.98 米沢中央高Ａ

3  3:32.38 山形大医学部

オーダー

1  3:29.09 米沢中央高Ｂ

4  3:36.46 山形学院高

5  3:45.26 米沢中央高Ｃ

大会記録 ３；２０．３８ 日大山形高 （伊藤・山上・高橋・渡部） 35回 1997



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校女子４×１００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

岡田　　悠　(3) ｵｶﾀﾞ ﾕｳ

阿部　璃音　(2) ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ

青野　心音　(3) ｱｵﾉ ｺｺﾈ

原　　伶奈　(3) ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ

髙橋　かおり(4) ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ

菊地　　葵　(3) ｷｸﾁ ｱｵｲ

齋藤　はるか(2) ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ

佐藤　　和　(2) ｻﾄｳ ﾉﾄﾞｶ

情野　ひなた(3) ｾｲﾉ ﾋﾅﾀ

大友　茉奈美(2) ｵｵﾄﾓ ﾏﾅﾐ

石川　美咲　(3) ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ

髙橋　夢華　(2) ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ

酒井　観月　(3) ｻｶｲ　ﾐﾂﾞｷ

黒澤　里菜　(2) ｸﾛｻﾜ　ﾘﾅ

渡部　結子　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ

高橋　愛実香(3) ﾀｶﾊｼ　ｱﾐｶ

後藤　夏海　(3) ｺﾞﾄｳ ﾅﾂﾐ

大瀧　真央　(2) ｵｵﾀｷ ﾏｵ

秋場　　菜　(2) ｱｷﾊﾞ ﾅﾅ

須田　有花　(3) ｽﾀﾞ ﾕｳｶ

田代　ゆきり　(2) ﾀｼﾛ ﾕｷﾘ

髙田　郁佳　(2) ﾀｶﾀﾞ ﾌﾐｶ

川村　桃　(3) ｶﾜﾑﾗ ﾓﾓ

百瀬　野乃花　(2) ﾓﾓｾ ﾉﾉｶ

小田島　実音(3) ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾐｵ

小山　都来　(3) ｺﾔﾏ ﾄｺ

天野　真也香(2) ｱﾏﾉ ﾏﾔｶ

笹原　真虹　(3) ｻｻﾊﾗ ﾏｺ

鈴木　ひばり(2) ｽｽﾞｷ ﾋﾊﾞﾘ

髙橋　愛理　(2) ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ

設楽　奏有　(2) ｼﾀﾗ ｶﾅｳ

笹原　美吹　(3) ｻｻﾊﾗ ｲﾌﾞｷ

2 48.02 山形大

3 49.22 九里学園高

オーダー

1 47.12 山形中央高A

6 50.16 酒田光陵高

7 50.99 山形北高

4 49.90 米沢中央高

5 50.01 鶴岡北高

8 51.45 山形西高

大会記録 ４６．９０ 山形中央高 （岡田・青野朱・青野心・酒井） 54回 2017



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 中学男子４×１００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

阿部　卓磨　(2) ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ

土門　拓巳　(3) ﾄﾞﾓﾝ ﾀｸﾐ

髙橋　寛人　(3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ

松田　優翔　(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ

丹波　翔空　(3) ﾀﾝﾊﾞ ﾄｱ

井上　蒼梧　(2) ｲﾉｳｴ ｿｳｺﾞ

小木曽　洸太(3) ｵｷﾞｿ ｺｳﾀ

武田　悠登　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ

近野　辰哉　(3) ｺﾝﾉ ﾀﾂﾔ

橋本　羽陽　(3) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔ

髙橋　夕青　(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ

髙橋　遼太　(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ

長谷部　陽　(2) ﾊｾﾍﾞ ﾐﾅﾐ

紺野　稜真　(3) ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾏ

後藤　理久　(2) ｺﾞﾄｳ ﾘｸ

小林　大地　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ

山木　謙伸　(3) ﾔﾏｷ ｹﾝｼﾝ

岩城　　湘　(3) ｲﾜｷ ｼｮｳ

齋藤　泰希　(3) ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ

渡會　将之介(3) ﾜﾀﾗｲ ｼｮｳﾉｽｹ

田中　悠椰　(3) ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ

髙橋　　陸　(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｸ

須嵜　祥太　(3) ｽｻｷ ｼｮｳﾀ

羽角　翔空　(3) ﾊｽﾐ ﾄｱ

安西　宙斗　(3) ｱﾝｻﾞｲ ｿﾗﾄ

元木　大和　(3) ﾓﾄｷ ﾔﾏﾄ

伊藤健太郎　(3) ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

佐藤　航希　(3) ｻﾄｳ ｺｳｷ

佐藤　直旺　(3) ｻﾄｳ ﾅｵ

高山　俊輔　(3) ｺｳﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ

設楽　琉惺　(2) ｼﾀﾗ ﾘｭｳｾｲ

野口　雲斗矢(3) ﾉｸﾞﾁ ﾓﾄﾔ

2 45.69 山形四中

3 46.12 高畠中Ａ

オーダー

1 45.53 酒田四中

6 46.97 米沢四中Ａ

7 47.05 尾花沢中

4 46.59 白鷹中

5 46.60 余目中

8 47.34 天童三中

大会記録 ４５．１３ 酒田第四 （五十嵐・高橋響・佐原・高橋瀬） 52回 2015



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 中学女子４×１００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

村岡　月瑠　(2) ﾑﾗｵｶ ﾙﾙ

枝松　穂花　(2) ｴﾀﾞﾏﾂ ﾎﾉｶ

赤坂　美結　(2) ｱｶｻｶ ﾐﾕｳ

赤坂　美玲　(3) ｱｶｻｶ ﾐﾚｲ

川合　萌花　(2) ｶﾜｲ ﾓｴｶ

横山　ななみ(2) ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ

佐藤　優衣　(3) ｻﾄｳ ﾕｲ

遠藤　奈那　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ

富樫　奈菜　(2) ﾄｶﾞｼ ﾅﾅ

五十嵐　清佳(2) ｲｶﾞﾗｼ ｻﾔｶ

斎藤　綾菜　(3) ｻｲﾄｳ ｱﾔﾅ

國井　琴心　(3) ｸﾆｲ ｺﾄﾐ

佐藤　桜子　(3) ｻﾄｳ ｻｸﾗｺ

大倉　小夜　(2) ｵｵｸﾗ ｻﾖ

佐藤  多希　(2) ｻﾄｳ ﾀｷ

佐藤  那依　(2) ｻﾄｳ ﾅｴ

狩野　実香　(3) ｶﾘﾉ ﾐｶ

荒井　りさ子(2) ｱﾗｲ ﾘｻｺ

武田　理沙　(2) ﾀｹﾀﾞ ﾘｻ

原　　若奈　(2) ﾊﾗ ﾜｶﾅ

原田　結衣　(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲ

五十嵐　陽香(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ

田宮　愛依　(3) ﾀﾐﾔ ｱｲ

大木　真緒　(3) ｵｵｷ ﾏｵ

石井　沙彩　(3) ｲｼｲ ｻﾔ

小林　留菜　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ

三浦　彩結　(2) ﾐｳﾗ ｱﾕ

加藤　柚葉　(3) ｶﾄｳ ﾕｽﾞﾊ

佐藤　　凜　(2) ｻﾄｳ ﾘﾝ

古澤　愛生衣(2) ﾌﾙｻﾜ ｱｵｲ

伊藤　芽衣　(2) ｲﾄｳ ﾒｲ

渡部　　結　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ

オーダー

1 52.20 蔵王一中

4 52.92 酒田三中Ａ

5 53.05 山形四中

2 52.39 山形十中

3 52.72 余目中

8 53.62 神町中

6 53.36 白鷹中Ａ

7 53.45 酒田四中

大会記録 ５０．５６ 神 町 （五十嵐・海藤・原田・齋藤） 46回 2008


