
種目 一般・高校男子４×１００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

工藤　雄斗　(4) ｸﾄﾞｳ　ﾕｳﾄ

軽部　恭矢　(4) ｶﾙﾍﾞ　ｷｮｳﾔ

伊藤　　輝　(4) ｲﾄｳ　ﾋｶﾙ

岩田　健太郎(4) ｲﾜﾀ　ｹﾝﾀﾛｳ

後藤　大和　(2) ｺﾞﾄｳ ﾔﾏﾄ

髙橋　拓夢　(3) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾑ

瀧口　和寿　(3) ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ

駒村　悠太　(3) ｺﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ

橋本　羽陽　(2) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔ

五十嵐　響　(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾋﾞｷ

髙山　登唯　(2) ﾀｶﾔﾏ ﾄｳｲ

紺野　稜真　(2) ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾏ

阿部　克嗣　(3) ｱﾍﾞ ｶﾂｼﾞ

後藤　陽友　(3) ｺﾞﾄｳ ﾋｭｳ

秋葉　剣臣　(3) ｱｷﾊﾞ ｹﾝｼﾝ

渡會　将之介(2) ﾜﾀﾗｲ ｼｮｳﾉｽｹ

近野　辰哉　(2) ｺﾝﾉ ﾀﾂﾔ

鈴木　伶汰　(2) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ

我妻　峻典　(3) ﾜｶﾞﾂﾏ ｼｭﾝｽｹ

横山　翔太　(3) ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳﾀ

渡部　一貴　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ

後藤　理久　(1) ｺﾞﾄｳ ﾘｸ

髙橋　夕青　(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ

齋藤　兼信　(3) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ

青山　和南　(2) ｱｵﾔﾏ ﾜﾅﾝ

渡邉　雄太 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

佐藤　　秀　(3) ｻﾄｳ ｼｭｳ

門田　　遼　(2) ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳ

伊藤　加周　(3) ｲﾄｳ ｶｼｭｳ

那須　翔太　(3) ﾅｽ ｼｮｳﾀ

菅原　　瞬　(1) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ

櫻田　和輝　(2) ｻｸﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ

8 45.24 酒田南高

6 44.61 九里学園高Ｂ

7 45.15 酒田東高

4 43.69 酒田光陵高Ａ

5 44.53 米沢工高Ａ

2 43.10 米沢中央高Ａ

3 43.40 九里学園高Ａ

第57回山形県通信陸上競技大会

オーダー

1 42.25 山形大

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



第57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

佐藤　悠里　(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾘ

岡田　　悠　(2) ｵｶﾀﾞ　ﾕｳ

原　　伶奈　(2) ﾊﾗ　ﾘｮｳﾅ

阪　　希望　(2) ﾊﾞﾝ　ﾉｿﾞﾐ

髙橋　美羽　(3) ﾀｶﾊｼ ﾐｳ

川崎　莉佳　(3) ｶﾜｻｷ ﾘｶ

石川　舞桜　(3) ｲｼｶﾜ ﾏｵ

浦田　莉奈　(3) ｳﾗﾀ ﾘﾅ

佐藤　真紅　(1) ｻﾄｳ ﾏｱｶ

髙橋　梨心　(3) ﾀｶﾊｼ ﾘｺ

髙橋　美朋　(2) ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ

齋藤　姫奈　(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾅ

石川　双葉　(3) ｲｼｶﾜ ﾌﾀﾊﾞ

五十嵐　光　(3) ｲｶﾗｼ ﾋｶﾘ

菅原　優衣　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｲ

伊藤　咲稀　(3) ｲﾄｳ ｻｷ

笹川　愛琉　(2) ｻｻｶﾜ ｱｲﾙ

永井　皓理　(3) ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾘ

髙橋　　楓　(1) ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ

五十嵐　雅華(1) ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾅ

原田　結衣　(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲ

五十嵐　陽香(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ

大木　真緒　(2) ｵｵｷ ﾏｵ

根岸　志帆　(3) ﾈｷﾞｼ ｼﾎ

佐藤　朱莉　(3) ｻﾄｳ ｱｶﾘ

斎藤　綾菜　(2) ｻｲﾄｳ ｱﾔﾅ

小林　留菜　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ

菅原　璃乃杏(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾉｱ

川合　世蘭　(3) ｶﾜｱｲ ｾﾗﾝ

伊藤　みつき(2) ｲﾄｳ ﾐﾂｷ

横山　文香　(3) ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶ

中川　綾菜　(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ

8 53.87 米沢興譲館高Ａ

6 52.51 長井高

7 53.12 酒田光陵高

4 52.09 酒田南高

5 52.29 米沢中央高Ａ

2 50.55 九里学園高Ａ

3 51.64 九里学園高Ｂ

オーダー

1 49.42 山形大

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57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

平井　彗叶　(3) ﾋﾗｲ ｹｲﾄ

新關　　司　(3) ﾆｲｾﾞｷ ﾂｶｻ

伊藤　舞音　(3) ｲﾄｳ ﾏｵ

梅津　祐太　(3) ｳﾒﾂ ﾕｳﾀ

加藤　碧人　(3) ｶﾄｳ ｱｵﾄ

高橋　　響　(3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ

斎藤　瑠都　(3) ｻｲﾄｳ ﾙｲﾄ

嶋田　　昊　(3) ｼﾏﾀﾞ ｿﾗ

遠藤　龍一　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ

水上　　昊　(3) ｽｲｼﾞｮｳ ｿﾗ

蘇武　直也　(3) ｿﾌﾞ ﾅｵﾔ

竹俣　唯音　(3) ﾀｹﾏﾀ ｲｵﾝ

佐藤　　暖　(3) ｻﾄｳ ﾀﾞﾝ

森　　遥音　(3) ﾓﾘ ﾊﾙﾄ

鈴木　　心　(3) ｽｽﾞｷ ｼﾝ

伊藤　将義　(3) ｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ

保科　跳馬　(3) ﾎｼﾅ ﾄｳﾏ

深瀬　剛史　(3) ﾌｶｾ ﾂﾖｼ

古郡　温育　(3) ﾌﾙｺｵﾘ ﾊﾙｲ

吉田　太士　(3) ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｼ

吉田　昌樹　(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ

木内　幸太朗(3) ｷﾅｲ ｺｳﾀﾛｳ

中鉢　　怜　(3) ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾚｲ

角田　昂星　(3) ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｾｲ

歌丸　裕斗　(2) ｳﾀﾏﾙ ﾕｳﾄ

河井　武玄　(3) ｶﾜｲ ﾑｹﾞﾝ

今　　莉玖　(3) ｺﾝ ﾘｸ

中川　志乃　(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾉ

石川　陽翔　(3) ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ

後藤　寛登　(3) ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ

小林　尚史　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾌﾐ

関　　寛斗　(2) ｾｷ ﾋﾛﾄ

8 48.72 赤湯Ａ

6 48.04 山形第十

7 48.59 長井南Ａ

4 47.48 天童第三

5 47.49 東根第一

2 46.00 米沢第六Ａ

3 46.95 天童第一

オーダー

1 45.85 高畠Ａ

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57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

佐藤　ミリア(3) ｻﾄｳ ﾐﾘｱ

佐藤　　有　(3) ｻﾄｳ ﾕｳ

五十嵐　琉星(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾙﾅ

岡　　結生　(3) ｵｶ ﾕｲ

新關　琴乃　(3) ﾆｲｾﾞｷ ｺﾄﾉ

前田　実咲　(3) ﾏｴﾀ ﾐｻｷ

渡部　向日葵(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾏﾘ

千葉　美優　(3) ﾁﾊﾞ ﾐﾕｳ

武口　蓮音　(2) ﾀｹｸﾞﾁ　ﾚﾉﾝ

菅野　穂乃　(2) ｽｶﾞﾉ　ﾎﾉ

深瀬このは　(2) ﾌｶｾ　ｺﾉﾊ

齊藤　杏奈　(2) ｻｲﾄｳ　ｱﾝﾅ

戸内　　蘭　(2) ﾄﾉｳﾁ ﾗﾝ

佐藤　咲彩　(2) ｻﾄｳ ｻｱﾔ

菅野　日向　(3) ｶﾝﾉ ﾋﾅ

渡部　麻耶　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾔ

加藤　　杏　(2) ｶﾄｳ ｷｮｳ

横田　理世　(2) ﾖｺﾀ ﾘﾖ

寒河江　希実(2) ｻｶﾞｴ ﾉｿﾞﾐ

情野　有香　(2) ｾｲﾉ ﾕｳｶ

矢口　栞楠　(2) ﾔｸﾞﾁ ｶﾝﾅ

岡崎　もとか(3) ｵｶｻﾞｷ ﾓﾄｶ

高宮　令奈　(3) ﾀｶﾐﾔ ﾚﾅ

五十嵐　菜々(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅ

石井　瑞季　(2) ｲｼｲ ﾐｽﾞｷ

白田　怜奈　(2) ｼﾗﾀ ﾚﾅ

佐藤　菜奈美(3) ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ

竹内　桜子　(3) ﾀｹｳﾁ ｻｸﾗｺ

髙橋　愛花　(3) ﾀｶﾊｼ ｱｺ

沼澤　小雪　(3) ﾇﾏｻﾞﾜ ｺﾕｷ

齋藤　果央　(3) ｻｲﾄｳ ｶｵ

齋藤　梨央　(3) ｻｲﾄｳ ﾘｵ

8 56.34 東根第一

6 55.28 神町

7 55.55 米沢第五

4 54.75 長井北Ａ

5 55.11 川西

2 54.02 高畠Ａ

3 54.18 天童第二

オーダー

1 53.50 小国Ａ

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


