
第58回山形県通信陸上競技大会 2022年5月3日(火)

【山形地区】中学の部 決勝一覧表
ネッツえがおフィールド（山形市あかねケ丘陸上競技場）

性別種別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
5/3 ２００ｍ 伊藤　啓翔　(3) 24.15 鈴木　徠斗　(3) 24.96 齋藤　　輝　(3) 25.04 伊東　　新　(3) 25.06 吉田　昌樹　(3) 25.10 吉田　大悟　(3) 25.61 岩崎　嵩広　(3) 25.67 菊地　瑛太　(3) 25.73

山形九中 -1.2 山辺中 -1.2 福原中 -1.2 蔵王二中 -1.2 山形十中 -1.2 東桜学館中 -1.2 天童四中 -1.2 山形一中 -1.2 

5/3 １５００ｍ 保芦　摩比呂(3)  4:08.38 鈴木　大翔　(3)  4:09.78 菅野　元太　(3)  4:12.44 佐藤　蒼空　(3)  4:12.98 佐藤　圭哉　(3)  4:20.54 二瓶　耀将　（3）  4:20.95 市川　璃空　(3)  4:25.87 守屋　　龍　(3)  4:27.11
大石田中 NGR 山辺中 NGR 山形十中 NGR 天童四中 NGR 山形七中 NGR 神町中 NGR 天童三中 天童三中

5/3 ４×１００ｍ 山形十中 47.77 天童三中 47.81 山形三中 47.98 東桜学館中 48.85 天童四中 49.71 山形大附中 49.97 山形四中 50.06 金井中 50.28
  高田　康正　(3)   五十嵐　迅飛(2)   麻生　燦斗　(2)   工藤　遼平　(3)   菅原　悠真　(3)   石塚　恵太　(2)   櫻井　周平　(3)   伊藤　颯人　(3)
  秋　　智颯　(3)   石川　昂太　(3)   伊藤　智朗　(3)   松浦　光祐　(2)   岩崎　嵩広　(3)   上野　智大　(2)   川越　　旭　(3)   鈴木　智也　(3)
  横山　達志　(3)   三宅　　凱　(3)   奥山　創太　(3)   奥山　颯太　(3)   安藤　優希　(2)   猪倉　　誉　(3)   枝松　滝一　(3)   高橋　遼太　(2)
  吉田　昌樹　(3)   岡崎　恵伍　(3)   井上　遥斗　(3)   吉田　大悟　(3)   志田　琥彗　(3)   西濱　航希　(3)   長沼　秀紀　(3)   小松　圭太　(3)

5/3 走幅跳 岡崎　恵伍　(3) 5m72 横山　達志　(3) 5m71 横山　風汰　(3) 5m70 伊藤　智朗　(3) 5m48 遠藤　伊織　(3) 5m34 髙橋　琉雅　(3) 5m17 戸津　　珀　(3) 5m16 石塚　恵太　(2) 4m83
天童三中 +0.8 山形十中 +1.7 楯岡中 +1.0 山形三中 +3.1 陵南中 +0.6 大石田中 +0.5 福原中 +0.3 山形大附中 +0.1 

5/3 砲丸投 井上　颯晟　(3)  13m32 渡部　昂生　(3)   9m64 佐藤　佑哉　(3)   9m11 菊池　健太　(3)   8m87 田部井　春哉(3)   8m73 志田　琥彗　(3)   8m62 佐藤　拓海　(3)   8m11 半田　道盛　(3)   7m78
(5.000kg) 山形四中 宮川中 天童二中 東根二中 蔵王一中 天童四中 楯岡中 蔵王一中

5/3 ２００ｍ 菅野　穂乃　(3) 27.92 武口　蓮音　(3) 28.26 長岡　里音　(3) 28.39 齊藤　杏奈　(3) 28.72 廣野　　悠　(3) 29.25 林谷さくら　(2) 29.56 大内　宇和　(2) 29.59 五十嵐　菜々(3) 29.70
天童二中 -1.4 天童二中 -1.4 山形十中 -1.4 天童二中 -1.4 東桜学館中 -1.4 山形二中 -1.4 尾花沢中 -1.4 神町中 -1.4 

5/3 １５００ｍ 栗原　優奈　(3)  4:58.57 大場　明咲　(2)  5:00.60 大泉　藍來　(3)  5:01.01 太田　琴海　(2)  5:01.74 廣田　菜々美(3)  5:01.99 本間　　栞　(2)  5:08.12 齋藤　芽衣　(2)  5:09.98 梅木　　空　(3)  5:12.51
山形十中 福原中 陵東中 河北中 神町中 天童一中 東根一中 山形大附中

5/3 ４×１００ｍ 天童二中 51.88 山形十中 54.00 神町中 54.49 東根一中 55.68 天童三中 55.84 尾花沢中 56.68 東桜学館中 57.14 山形二中 57.49
  深瀬　このは(3)   芳賀　美咲　(2)   結城　彩天奈(3)   鈴木　日南　(3)   會田　姫子　(3)   大内　宇和　(2)   阿部　光凛　(2)   八鍬　　結　(3)
  齊藤　杏奈　(3)   加藤　優愛　(2)   矢口　栞楠　(3)   五十嵐　美涼(2)   髙橋　柚希　(3)   冨樫　侑乃　(2)   廣野　　悠　(3)   佐藤　璃佳　(3)
  武口　蓮音　(3)   長岡　里音　(3)   鈴木　瑠菜　(2)   藁谷　紗英　(2)   藤井　紅羽　(2)   西塚　心咲　(3)   戸村　優衣　(3)   中村　彩乃　(3)
  菅野　穂乃　(3)   栗原　優奈　(3)   五十嵐　菜々(3)   本田　聖夏　(3)   工藤　綾乃　(3)   岸　　夏希　(3)   庄司　七海　(2)   安藤　美咲　(3)

5/3 走幅跳 菅野　穂乃　(3) 5m21 滝口　萌恵　(3) 4m75 加藤　優愛　(2) 4m73 相澤　瑞希　(3) 4m46 髙橋　柚希　(3) 4m40 星川　心和　(2) 4m38 髙橋　美桜　(3) 4m31 矢口　結奈　(3) 4m15
天童二中 +2.2 東根二中 +0.8 山形十中 +0.8 神町中 +2.7 天童三中 +1.4 東根一中 +3.3 山形六中 +2.8 東根二中 +1.6 

5/3 砲丸投 相澤　瑞希　(3)   9m35 柴崎　心愛　(3)   8m96 江口　美潤　(3)   8m84 山口　萌香　(3)   8m77 原田　玲菜　(3)   8m33 原田　星虹　(3)   7m72 砂田　雪乃　(3)   7m68 青木　夢芽　(2)   7m16
(2.721kg) 神町中 東根一中 山辺中 天童四中 山形五中 山辺中 金井中 東桜学館中

男子中学

女子中学

凡例（NGR:大会新記録）


