
種目 一般・高校女子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 12.47 +3.1 大友　茉奈美(2) ｵｵﾄﾓ ﾏﾅﾐ 九里学園高

2 12.56 +3.1 情野　ひなた(3) ｾｲﾉ ﾋﾅﾀ 九里学園高

3 12.71 -3.3 菊地　　葵　(3) ｷｸﾁ ｱｵｲ 山形大

4 12.76 -3.3 佐藤　　和　(2) ｻﾄｳ ﾉﾄﾞｶ 山形大

5 12.84 -3.3 齋藤　はるか(2) ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 山形大

6 12.92 +2.9 小松　優衣　(1) ｺﾏﾂ ﾕｲ 酒田光陵高

7 13.04 0.0 髙橋　夢華　(2) ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 九里学園高

8 13.06 +4.2 黒澤　里菜　(2) ｸﾛｻﾜ　ﾘﾅ 米沢中央高

8 13.06 -2.6 渡部　結子　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ 米沢中央高

第56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：



第56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 58.71 大城　楓奈　(2) ｵｵｷ ﾌｳﾅ 山形大

2  1:01.26 渡部　結子　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ 米沢中央高

3  1:01.45 黒澤　里菜　(2) ｸﾛｻﾜ　ﾘﾅ 米沢中央高

4  1:01.88 高橋　愛実香(3) ﾀｶﾊｼ　ｱﾐｶ 米沢中央高

5  1:02.56 柴﨑　愛有　(3) ｼﾊﾞｻｷ ｱｲﾘ 山形北高

6  1:02.74 井上　美羽奈(3) ｲﾉｳｴ ﾐｳﾅ 米沢興譲館高

7  1:02.76 細矢　愛結　(3) ﾎｿﾔ ｱﾕ 山形北高

8  1:02.84 小林　遼緒　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 九里学園高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５７．６２ 佐藤 日奈子 酒田南高 51回 2014



第56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  4:52.01 狩野　琉姫　(1) ｶﾘﾉ ﾙｷ 山形城北高

2  4:56.57 住石　千紗　(3) ｽﾐｲｼ ﾁｻ 酒田南高

3  4:59.77 榎　　千遥　(3) ｴﾉｷ ﾁﾊﾙ 山形大

4  5:00.81 鈴木　ひろか(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ 山形北高

5  5:01.31 岩﨑　愛花　(1) ｲﾜｻｷ ｱｲｶ 山形城北高

6  5:03.42 菅原　愛捺　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅ 酒田南高

7  5:06.56 小林　咲葉　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ 長井高

8  5:07.40 澤田　　爽　(1) ｻﾜﾀﾞ ｱｷ 山形東高

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



第56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 1m70 武田　萌伽　(2) ﾀｹﾀﾞ ﾓｶ 山形大 大会新記録

2 1m45 小林　琉奈　(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 九里学園高

2 1m45 熊谷　菜々子(3) ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾅｺ 鶴岡北高

4 1m35 蒔苗　彩奈　(2) ﾏｶﾅｴ ｱﾔﾅ 米沢商高

4 1m35 吉永　彩乃　(3) ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾔﾉ 鶴岡南高

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56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   5m63 +0.2 髙橋　かおり(4) ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 山形大

2   5m15 +4.7 酒井　観月　(3) ｻｶｲ　ﾐﾂﾞｷ 米沢中央高

3   5m12 +4.8 石川　舞桜　(1) ｲｼｶﾜ ﾏｵ 九里学園高

4   5m10 +4.9 山田　璃可子(3) ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｶｺ 米沢中央高

5   5m03 +0.7 小田島　実音(3) ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾐｵ 山形北高

6   4m98 +1.3 髙橋　梨心　(1) ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 九里学園高

7   4m79 -1.8 最林寺　悠　(3) ｻｲﾘﾝｼﾞ ﾊﾙｶ 山形中央高

8   4m74 +2.0 江花　真奈　(3) ｴﾊﾞﾅ ﾏﾅ 山形北高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５ｍ６５ 土田 恵子 酒田西高 8回 1970

風：



第56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  10m45 寺崎　真央　(2) ﾃﾗｻｷ ﾏｵ 山形中央高

2   9m34 後藤　雅奈　(1) ｺﾞﾄｳ ﾓﾅ 山形中央高

3   9m27 諏訪　琳音　(2) ｽﾜ ﾘﾈ 鶴岡中央高

4   9m21 片桐　千愛　(3) ｶﾀｷﾞﾘ ﾁｱｲ 鶴岡工高

5   8m80 星野　菜美　(2) ﾎｼﾉ ﾅﾂﾐ 山形学院高

6   8m66 齋藤　あさひ(3) ｻｲﾄｳ ｱｻﾋ 山形北高

7   8m63 日塔　　蓮　(1) ﾆｯﾄｳ ﾚﾝ 山形中央高

8   8m56 鈴木　絢子　(2) ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 山形西高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １３ｍ７３ 齋藤 早希 鶴岡中央高 49回 2012



第56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  38m36 寺崎　真央　(2) ﾃﾗｻｷ ﾏｵ 山形中央高

2  29m62 猪俣　璃々菜(3) ｲﾉﾏﾀ　ﾘﾘﾅ 米沢中央高

3  27m45 鈴木　絢子　(2) ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 山形西高

4  26m05 庄司　里佳子(3) ｼｮｳｼﾞ ﾘｶｺ 山形西高

5  25m91 竹田　樺音　(2) ﾀｹﾀﾞ ｶﾉﾝ 九里学園高

6  25m38 齋藤　あさひ(3) ｻｲﾄｳ ｱｻﾋ 山形北高

7  24m50 河合　陽咲　(2) ｶﾜｲ ﾐｻｷ 米沢商高

8  24m34 髙橋　咲希　(2) ﾀｶﾊｼ ｻｷ 長井高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４９ｍ４３ 齋藤 真希 鶴岡工高 55回 2018



第56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  38m41 小川　　悠 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 山形ＴＦＣ

2  33m65 今井　琴乃　(2) ｲﾏｲ ｺﾄﾉ 鶴岡南高

3  32m77 猪俣　璃々菜(3) ｲﾉﾏﾀ　ﾘﾘﾅ 米沢中央高

4  29m90 鈴木　菜々　(3) ｽｽﾞｷ ﾅﾅ 米沢商高

5  29m76 佐藤　陽菜子(3) ｻﾄｳ ﾋﾅｺ 山形北高

6  28m18 結城　春菜　(2) ﾕｳｷ ﾊﾙﾅ 山形学院高

7  27m22 河合　陽咲　(2) ｶﾜｲ ﾐｻｷ 米沢商高

8  27m02 伊藤　柚月　(3) ｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ 鶴岡中央高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４５ｍ９７ 冨樫 時子 山形ＴＦＣ 44回 2006


