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2022年度　山形ＴＦＣ混成競技記録会 2022年10月29日(土)～30日(日)
決勝一覧表

男子 ネッツえがおフィールド

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
　男子　中学 10/30 四種競技 井上　遥斗　(3)  1663 畑中　偉向　(2)  1365 浪波　彰裕　(2)  1358 小林　綾稀　(2)  1322 山崎　壮悟　(2)  1203 岡田　春輝　(2)  1011

山形第三中 米沢第二中 東根二中 山形第三中 山形第三中 山形第三中

18.54/-0.9-6m54-1m62-59.54 21.42/-0.9-7m44-1m47-59.84 19.92/-0.9-6m27-1m53-1:02.71 19.32/-0.9-7m40-1m41-1:04.89 20.09/-0.9-5m66-1m44-1:04.00 21.80/-0.9-5m44-1m50-1:07.89

　男子　高校 10/29 八種競技 押切　柚貴　(3)  4335 工藤　　翼　(2)  4197 丹　　星龍　(2)  3919 奥山　正隆　(1)  3895 荒井　佑真　(2)  3861 冨樫　大生　(2)  3855 嶋田　　昊　(1)  3832 佐藤　琉星　(2)  3705
10/30 山形学院高 山形学院高 惺山高 山形学院高 山形工高 山形東高 米沢中央高 山形学院高

12.15/-1.2-6m41/+2.0-7m87-55.98 11.74/-1.2-6m30/+1.9-7m35-56.73 11.97/-1.2-4m92/+0.5-7m78-53.51 11.93/-1.2-5m93/-0.5-6m90-58.73 12.33/-1.2-5m65/+0.2-9m00-57.92 12.23/-1.2-5m92/+1.6-6m65-57.47 11.99/-0.5-5m67/+2.7-7m61-57.22 12.09/-0.5-5m84/+1.4-7m14-54.73

16.25/+0.4-38m13-1m80-5:36.13 16.57/+0.4-24m29-1m95-5:43.63 17.18/+0.6-31m94-1m41-4:48.93 17.29/+0.6-30m19-1m59-5:02.13 19.40/+0.6-42m57-1m50-4:56.10 19.18/+0.6-31m72-1m86-5:16.08 19.97/+0.6-46m64-1m65-5:27.46 19.50/-0.2-18m06-1m68-5:03.27

　男子　高校・一般 10/29 十種競技 齋藤　泰希　(3)  6143 齋藤　兼信　(1)  5679 大島　克範　(2)  5550 加藤　雅希　(2)  4985 海藤　崚二　(4)  4813 井上　大雅　(4)  3766 諏訪　由貢　(2)  3324
10/30 鶴岡工高 NGR 山形大 鶴岡工高 鶴岡北高 国際武道大 国際武道大 鶴岡北高

11.79/+0.8-5m92/+1.6-10m50-1m68-53.03 11.49/+0.8-6m38/-2.3-9m43-1m80-51.48 11.50/+0.8-6m33/+1.0-7m89-1m83-52.19 11.97/+0.8-5m87/+1.1-8m08-1m59-55.85 12.16/+0.8-5m78/+0.8-8m50-1m56-56.41 11.81/+0.8-6m05/+0.7-8m07-1m50 12.59/+0.8-5m29/+0.5-8m18-1m47

17.61/-0.2-36m73-4m40-53m37-4:48.68 15.77/-0.2-19m53-3m10-42m57-5:02.33 16.17/-0.2-19m59-2m80-40m06-4:40.26 17.35/-0.2-22m96-4m00-35m51-5:16.89 20.46/-0.2-24m53-4m70-37m65-5:33.80 1:00.28-16.64/-0.2-16m81-NM-25m59 1:06.24-20.57/-0.2-24m58-2m50-38m83

　男子 10/29 １００ｍ 紺野　稜真　(3) 10.75 軽部　恭矢 10.90 井上　蒼梧　(2) 11.02 白畑　健太郎(2) 11.03 渡邉　斗亜　(1) 11.17 後藤　理久　(2) 11.24 髙橋　竜聖　(2) 11.28 渡辺　真大　(2) 11.39
九里学園高 +1.4 ＮＤソフト +0.6 山形中央高 +0.6 米沢中央高 +1.0 山形中央高 +1.4 九里学園高 +1.4 米沢中央高 +1.0 山形工高 -0.4 

　男子 10/29 ２００ｍ 紺野　稜真　(3) 21.37 白畑　健太郎(2) 21.78 渡辺　真大　(2) 22.42 後藤　理久　(2) 22.43 深瀬　剛史　(1) 22.57 伊藤　啓翔　(3) 22.64 高橋　　響　(1) 22.65 東海林　縁紫(2) 22.69
九里学園高 +1.0 米沢中央高 +0.7 山形工高 +0.7 九里学園高 +1.0 米沢中央高 +0.7 山形第九中 +0.7 米沢中央高 +0.7 横手清陵高 +0.7 

　男子 10/30 ３００ｍ 白畑　健太郎(2) 34.35 後藤　理久　(2) 35.51 高橋　　響　(1) 35.89 深瀬　剛史　(1) 36.15 髙橋　太輝　(2) 36.54 髙橋　竜聖　(2) 36.92 渡辺　真大　(2) 36.94 殿岡　稟太郎(2) 37.04
米沢中央高 九里学園高 米沢中央高 米沢中央高 米沢中央高 米沢中央高 山形工高 米沢中央高

　男子 10/29 ４００ｍ 白畑　健太郎(2) 49.45 髙橋　太輝　(2) 51.81 深瀬　剛史　(1) 52.83 高橋　　響　(1) 52.85 山口　耕平　(2) 53.26 土屋　諒馬　(3) 53.50 髙橋　竜聖　(2) 53.55 齋藤　礼於　(1) 54.08
米沢中央高 米沢中央高 米沢中央高 米沢中央高 米沢中央高 九里学園高 米沢中央高 米沢中央高

　男子 10/30 ８００ｍ 土屋　諒馬　(3)  2:01.85 飯澤　雅人　(3)  2:02.23 佐藤　蒼空　(3)  2:03.19 石垣　朱里斗  2:03.63 長澤　雄人　(2)  2:03.75 大隅　悠生　(2)  2:03.94 大河原　陽人(3)  2:05.77 新関  羽　　(1)  2:09.72
九里学園高 九里学園高 天童第四中 西村山陸協 山形市立商高 山形中央高 九里学園高 九里学園高

　男子 10/30 ３００ｍＨ 齋藤　礼於　(1) 43.74 芦野　　遼 44.37 横川　慶大　(1) 44.47 押切　維暉　(2) 44.64 板垣　昂志郎(1) 45.35 柿﨑　大飛　(3) 45.72 阿部　心輝　(1) 46.20 武田　夢輝　(1) 46.65
(0.914m) 米沢中央高 北村山陸協 山形南高 山形市立商高 山形市立商高 福原中 天童高 山形学院高

　男子 10/29 走高跳 笹原　光稀　(1) 1m95 髙橋　　尚 1m65 殿岡　稟太郎(2) 1m65 齋藤  春輝　(1) 1m62 鈴木　明空　(1) 1m56 大場倖喜(2)山形工高 1m50 丸山　海璃　(2) 1m50
米沢中央高 山形市陸協 米沢中央高 九里学園高 山形市立商高 石川陽翔(1)九里学園高 山形南高

　男子 10/29 棒高跳 阿部　龍至　(2) 4m40 保科　心斗　(1) 4m20 渡邉　　瞬　(2) 3m30 矢作　友聖　(2) 3m20 古郡佑理(2)葉山中 3m10 本田　優希　(2) 2m40 青柳　　健　(1) 2m30
山形中央高 山形中央高 山形第四中 葉山中 大室優駿(3)葉山中 猿橋中 葉山中

　男子 10/29 走幅跳 殿岡　稟太郎(2) 6m84 笹原　光稀　(1) 6m49 渡邉　　蓮　(2) 5m93 村山　遥斗　(1) 5m87 丸山　海璃　(2) 5m85 中川  志乃　(1) 5m81 佐藤　航希　(3) 5m79 鈴木　明空　(1) 5m65
米沢中央高 +1.2 米沢中央高 +1.5 寒河江工高 +1.7 山形南高 +0.7 山形南高 -1.1 九里学園高 -1.6 山形学院高 +0.4 山形市立商高 +0.9 

　男子　中学 10/30 三段跳 堀　　遥翔　(2) 11m83 二瓶　陽向　(3) 9m47
酒田第三中 -0.5 米沢第二中 -0.1 

　男子 10/29 三段跳 殿岡　稟太郎(2) 13m53 笹原　光稀　(1) 13m00 佐藤　航希　(3) 12m16 髙橋　　尚 12m08 中川  志乃　(1) 12m03 渡邉　　蓮　(2) 12m00 大場　倖喜　(2) 11m60 村山　遥斗　(1) 11m37
米沢中央高 +1.1 米沢中央高 +1.1 山形学院高 +1.3 山形市陸協 +1.6 九里学園高 +1.2 寒河江工高 +1.4 山形工高 +1.1 山形南高 +1.4 

　男子　高校 10/29 砲丸投 東海林　慎也(3)  16m56 細谷　大智　(2)  14m57 大信田　凌生(1)  13m08 齋藤　唯人　(3)  12m82 影山　煌空　(2)  10m72 柴﨑　耕大　(2)   9m98 中山　仙一　(2)   9m55 伊藤　巧太　(2)   9m07
(6.000kg) 山形中央高 NYH 山形中央高 横手清陵高 米沢中央高 九里学園高 山形南高 山形東高 九里学園高

　男子　一般 10/29 砲丸投 佐藤　大作  10m71
(7.260kg) 山形TFC

　男子　高校 10/29 円盤投 細谷　大智　(2)  42m18 齋藤　唯人　(3)  39m16 東海林　慎也(3)  38m22 大信田　凌生(1)  36m99 影山　煌空　(2)  33m00 草名木　悠人(1)  32m89 伊藤　巧太　(2)  29m45 志賀  悠一郎(1)  28m94
(1.750kg) 山形中央高 米沢中央高 山形中央高 横手清陵高 九里学園高 米沢中央高 九里学園高 九里学園高

　男子　一般 10/29 円盤投 佐藤　大作  32m86
(2.000kg) 山形TFC

　男子 10/29 やり投 佐藤　大作  41m85 東海林　慎也(3)  41m51 柴﨑　耕大　(2)  40m76 武田　悠希　(1)  37m93 齋藤　唯人　(3)  35m36 細谷　大智　(2)  27m11 中村　怜誠　(1)  24m80 舟山　空輝　(1)  24m28
(0.800kg) 山形TFC 山形中央高 山形南高 山形市立商高 米沢中央高 山形中央高 山形市立商高 山形学院高

　男子　中学 10/29 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 赤井　奏介　(2)  21m08
米沢第二中

110mH-砲丸投-走高跳-400m

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m

100m-走幅跳-砲丸投-走高跳-400m

110mH-円盤投-棒高跳-やり投-1500m

凡例（NGR:大会新記録/ NYH:県高校新記録）
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2022年度　山形ＴＦＣ混成競技記録会 2022年10月29日(土)～30日(日)
決勝一覧表

女子 ネッツえがおフィールド

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
　女子　中学 10/29 四種競技 菅野　穂乃　(3)  2726 安部　ひなの(2)  2178 中村　璃楽　(1)  2159 嵐田　みちる(1)  1809 平櫻　和花　(2)  1300 高橋　　聖　(1)  1057 井上　心結　(2)   744 松本　絵理香(2)   581

天童二中 NGR 米沢第二中 白鷹中 酒田三中 天童三中 山形第三中 山形第三中 米沢第二中

15.13/-0.4-1m58-8m88-26.75/+0.9 16.51/-0.4-1m40-9m04-29.11/+0.9 16.53/-0.4-1m46-6m65-28.16/+0.9 17.00/-0.4-1m34-5m17-29.13/+0.9 19.83/-0.4-1m22-6m98-32.54/+0.9 24.12/-0.1-1m22-5m15-30.38/+0.9 20.88/-0.1-1m16-5m44-/ 20.18/-0.1-NM-6m16-40.76/+0.9

　女子　高校・一般 10/29 七種競技 齋藤　姫奈　(2)  4301 阪　　希望　(3)  4093 伊藤　那瑠　(1)  3380 平  　紫月　(1)  2690 松田　一華　(1)  2608 高橋　七海　(1)  2518 白田　依音　(1)  1957
10/30 九里学園高 山形大 横手清陵高 九里学園高 惺山高 山形西高 惺山高

15.13/+0.8-1m48-8m32-26.95/+1.0 14.50/+0.8-1m45-7m05-26.28/+1.0 16.46/+0.8-1m39-6m40-28.35/+1.0 17.70/+0.8-1m27-5m06-29.00/+1.5 19.34/+1.3-1m30-5m10-31.06/+1.5 21.75/+1.3-1m24-5m71-29.24/+1.5 23.36/+1.3-1m21-6m02-32.43/+1.5

5m01/+1.0-34m93-2:36.90 4m85/+1.9-17m83-2:26.41 4m62/+0.6-22m87-2:45.00 3m93/+0.2-18m50-2:49.16 4m31/-0.6-29m04-2:59.00 4m01/+0.8-18m85-2:35.37 3m15/+1.2-29m14-3:00.56

　女子 10/30 １００ｍ 渡部　　結　(2) 12.11 長岡　桃子　(2) 12.71 近野　悠楽　(2) 12.75 志藤　みさき(2) 12.96 横山　結衣　(1) 13.00 小野木　彩夏(2) 13.03 佐藤　真紅　(2) 13.06 烏　　侑亜 13.08
東海大山形高 +1.7 東海大山形高 +1.7 米沢中央高 +1.7 山形市立商高 +0.9 米沢中央高 +1.7 山形西高 +0.3 九里学園高 +0.3 山形市陸協 +0.5 

　女子 10/30 ２００ｍ 渡部　　結　(2) 25.58 松田　陽和　(1) 25.82 長岡　桃子　(2) 26.17 五十嵐  琉星(1) 26.73 近野　悠楽　(2) 26.80 佐藤　真紅　(2) 26.85 山口　乃愛　(2) 27.07 佐藤  　有　(1) 27.10
東海大山形高 -1.0 山形市立商高 +1.4 東海大山形高 -1.0 九里学園高 +1.4 米沢中央高 -1.0 九里学園高 -0.7 東海大山形高 -1.0 九里学園高 -0.7 

　女子 10/29 ３００ｍ 佐藤　真桜　(2) 41.61 近野　悠楽　(2) 42.05 五十嵐  琉星(1) 42.59 朝倉　結菜　(2) 42.63 佐藤　真紅　(2) 42.84 武田　理沙　(2) 43.10 佐藤  　有　(1) 43.32 横山　結衣　(1) 44.44
山形学院高 米沢中央高 九里学園高 山形市立商高 九里学園高 山形市立商高 九里学園高 米沢中央高

　女子 10/30 ４００ｍ 松田　陽和　(1) 58.22 佐藤　真桜　(2) 59.09 近野　悠楽　(2) 59.87 渡部　　結　(2)  1:00.00 烏　　侑亜  1:01.27 五十嵐  琉星(1)  1:03.06 横山　結衣　(1)  1:03.49 長岡　桃子　(2)  1:03.56
山形市立商高 山形学院高 米沢中央高 東海大山形高 山形市陸協 九里学園高 米沢中央高 東海大山形高

　女子 10/29 ８００ｍ 杉本　　遥　(3)  2:31.17 伊藤　凜乃　(2)  2:31.68 長澤　月愛　(2)  2:35.09 中村　ゆずか(1)  2:37.88 飯田　桜音　(1)  2:38.40 諏佐　実生子(2)  2:39.34 宮澤　　凛　(2)  2:39.35 及川　愛海　(2)  2:42.54
山形第三中 山形北高 山形学院高 山形北高 山形学院高 山形西高 山形学院高 山形北高

　女子 10/29 ３００ｍＨ 竹田　彩花　(2) 46.37 阿部　明日美(2) 49.25 菅原　紗希　(1) 49.28 石垣　鈴海　(2) 49.69 齋藤　果央　(1) 50.06 齋藤　梨央　(1) 54.06
(0.762m) 山形中央高 山形学院高 長井高 山形市立商高 山形市立商高 山形市立商高

　女子 10/30 走高跳 松田  希来莉(2) 1m39 石垣　鈴海　(2) 1m36 大場　　愛　(2) 1m33 髙橋 向日葵(2)九里学園高 1m30 髙橋　海乃　(1) 1m30 東海林　美優(1) 1m27 岡  　結生　(1) 1m21
九里学園高 山形市立商高 山形東高 齋藤愛香　(3)山形市立商高 山形中央高 東海大山形高 九里学園高

　女子 10/30 棒高跳 今井　颯希　(1) 3m40 市川　里歩　(1) 2m30 髙橋　　芽　(2) 2m30 丹野　　結　(1) 2m00
山形市立商高 山形市立商高 葉山中 山形市立商高

　女子 10/30 走幅跳 早坂　佳夏　(2) 4m79 齋藤　愛香　(3) 4m78 大場　　愛　(2) 4m72 髙橋　海乃　(1) 4m66 岡  　結生　(1) 4m61 髙橋  向日葵(2) 4m57 東海林　美優(1) 4m46 松田  希来莉(2) 4m39
山形西高 -0.3 山形市立商高 -0.3 山形東高 +1.3 山形中央高 -0.9 九里学園高 -0.8 九里学園高 -0.3 東海大山形高 +0.5 九里学園高 -0.8 

　女子 10/30 三段跳 齋藤　愛香　(3) 11m61 髙橋　海乃　(1) 10m42 早坂　佳夏　(2) 10m15 髙橋  向日葵(2) 9m97 岡  　結生　(1) 9m84 石垣　鈴海　(2) 9m74 東海林　美優(1) 9m73 大場　　愛　(2) 9m44
山形市立商高 +2.7 山形中央高 +4.1 山形西高 +1.9 九里学園高 +0.1 九里学園高 +2.1 山形市立商高 +1.6 東海大山形高 +0.7 山形東高 +1.3 

　女子　高校・一般 10/30 砲丸投 沼澤　小雪　(1)   8m64 神保　志保　(1)   8m16 鈴木　ひより(1)   7m97 穴沢　咲良　(1)   7m79 五十嵐  亜美(1)   7m57 山口　玲美　(1)   7m17 宮地　ひなた(1)   4m61
(4.000kg) 山形中央高 米沢中央高 山形西高 米沢中央高 九里学園高 天童高 寒河江高

　女子　高校・一般 10/30 円盤投 神保　志保　(1)  28m40 穴沢　咲良　(1)  25m83 五十嵐  亜美(1)  25m36 沼澤　小雪　(1)  21m98 山口　玲美　(1)  20m07 宮地　ひなた(1)  17m30 鈴木　ひより(1)  15m94
(1.000kg) 米沢中央高 米沢中央高 九里学園高 山形中央高 天童高 寒河江高 山形西高

　女子　高校・一般 10/30 やり投 鈴木　ひより(1)  29m10 五十嵐  亜美(1)  23m37 神保　志保　(1)  21m73 沼澤　小雪　(1)  20m84 山口　玲美　(1)  18m81 穴沢　咲良　(1)  16m41 宮地　ひなた(1)  11m55
(0.600kg) 山形西高 九里学園高 米沢中央高 山形中央高 天童高 米沢中央高 寒河江高

　女子　中学 10/29 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 早坂　空姫　(3)  26m19 早坂　美星　(1)  22m89
大蔵中 大蔵中

100mH-走高跳-砲丸投-200m

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

凡例（NGR:大会新記録）
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2022年度　山形ＴＦＣ混成競技記録会 2022年10月29日(土)～30日(日)
決勝一覧表

　マスターズ ネッツえがおフィールド

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
10/30 ６０ｍ 大沼　大輝　(M30) 7.52 梶原　秀春　(M50) 8.61 青木　聖美　(W25) 8.88 武田　義雄　(M60) 8.92 岡田　　剛　(M70) 9.24 大類　みえ子(W60) 10.40 奈佐　國男　(M75) 12.28

ﾏｽﾀｰｽﾞ天童 +2.5 ﾏｽﾀｰｽﾞ酒田 +2.5 ﾏｽﾀｰｽﾞ山形 +1.1 ﾏｽﾀｰｽﾞ山形 +2.5 ﾏｽﾀｰｽﾞ山形 +1.1 ﾏｽﾀｰｽﾞ米沢 +1.1 ﾏｽﾀｰｽﾞ山形 +1.1 

10/30 １００ｍ 堀　　愛彦　(M40) 11.89 大沼　大輝　(M30) 12.15 佐藤　憲明　(M55) 13.22 佐藤　光則　(M50) 13.35 佐藤　好紀　(M50) 13.39 梶原　秀春　(M50) 13.95 青木　聖美　(W25) 14.14 武田　義雄　(M60) 14.30
ﾏｽﾀｰｽﾞ酒田 -0.1 ﾏｽﾀｰｽﾞ天童 -0.1 ﾏｽﾀｰｽﾞ東根 +1.5 ﾏｽﾀｰｽﾞ尾花沢 -0.1 ﾏｽﾀｰｽﾞ南陽 -0.1 ﾏｽﾀｰｽﾞ酒田 -0.1 ﾏｽﾀｰｽﾞ山形 +1.5 ﾏｽﾀｰｽﾞ山形 +1.5 

10/29 １５００ｍ 青木　聖美　(W25)  5:39.22 佐藤　光則　(M50)  6:14.95
ﾏｽﾀｰｽﾞ山形 ﾏｽﾀｰｽﾞ尾花沢


