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第５８回山形県通信陸上競技大会 2022年5月3日(火)

【山形会場】一般・高校の部 決勝一覧表
ＮＤソフトスタジアム山形

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 伊藤　健太郎(3) 11.09 岩田　健太郎(3) 11.17 井上　蒼梧　(2) 11.38 渡部　　竣　(3) 11.41 鈴木　皓心　(3) 11.43 渡辺　斐也　(2) 11.53 高山　俊輔　(3) 11.59 安田　直輝　(5) 11.59

山形学院高 -3.2 山形大 -3.2 山形中央高 -3.2 東海大山形高 +0.2 山形南高 +0.2 谷地高 -3.2 山形中央高 -3.2 山形大 -3.2 

４００ｍ 齋藤　兼信　(1) 51.28 市川　日向　(2) 51.46 國井　太陽　(4) 52.23 渋谷　龍輝　(3) 52.66 佐藤　琉星　(2) 53.23 伊藤　康生　(3) 54.26 稲毛　洋斗　(1) 54.44 木村　経照　(3) 55.15

山形大 山形大 山形大 上山明新館高 山形学院高 山形大 東海大山形高 山形学院高

１５００ｍ 齋藤　遥斗　(3)  4:10.88 鈴木　大翔　(1)  4:15.97 増子　　岳　(1)  4:16.23 吉田　太士　(1)  4:16.32 近野　碧良　(1)  4:18.74 柴崎　幹也　(3)  4:20.82 髙橋　一真　(2)  4:22.95 小池　綾人　(3)  4:25.35

東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高 上山明新館高

５０００ｍ 杉沼　聖平 15:10.29 長澤　　遼　(3) 15:20.99 設楽　琉惺　(2) 15:21.22 高見　泰杜　(3) 15:21.31 嵐　　琉煌　(3) 15:21.57 鈴木　　至　(3) 15:31.10 菊地　道登　(3) 15:40.15 髙橋　遥斗　(2) 15:45.85

西村山地区陸協 東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高

４×１００ｍ 山形中央高 42.26 山形大 42.60 山形学院高 43.50 山形市陸協 45.55 谷地高 47.06

  高山　俊輔　(3)   羽柴　穣之介(1)   新堀　　奏　(3)   高畠    蒼　(4)   庄司　翔哉　(2)

  菅原　稜太　(3)   岩田　健太郎(3)   伊藤　健太郎(3)   横山  優作　(6)   渡辺　斐也　(2)

  田澤　蒼太　(2)   齋藤　兼信　(1)   押切　柚貴　(3)   本吉  岬希　(3)   鈴木　海人　(2)

  井上　蒼梧　(2)   市川　日向　(2)   武田　悠登　(3)   中島    崇　(5)   岩崎　晴人　(1)

４×４００ｍ 山形中央高  3:34.13 山形学院高  3:40.98 上山明新館高  3:49.89

  高山　俊輔　(3)   原田　渚月　(3)   長岡　弘起　(3)

  菅原　稜太　(3)   深瀬　翔有　(2)   渋谷　龍輝　(3)

  齋藤　青波　(1)   工藤　　翼　(2)   小池　綾人　(3)

  古郡　温育　(1)   佐藤　琉星　(2)   小関　澪矢　(2)

走高跳 押切　柚貴　(3) 1m92 加藤　颯大　(3) 1m80 村上　　葵　(1) 1m75 隠明寺　春和(2) 1m75 横田　　空　(2) 1m60

山形学院高 山形学院高 山形中央高 山形南高 山形学院高

走幅跳 磯部　晃太郎 7m02 鑓水　翔太　(3) 6m59 岡崎　晴仁　(1) 6m48 押切　柚貴　(3) 6m27 安田　直輝　(5) 6m24 竹田　健人　(3) 6m22 保科　心斗　(1) 6m22 長尾　　遼　(2) 6m09

山形ＴＦＣ -0.2 山形南高 +1.3 山形大 +2.1 山形学院高 +0.9 山形大 -1.8 山形大 +1.6 山形中央高 +2.9 山形大 -1.9 

砲丸投 伊藤　　伯　(3)  11m00 吉田　　旭　(3)   8m82 荒井　佑真　(2)   8m68 渡辺　真大　(2)   8m52 平　　光雅　(3)   8m36

(6.000kg) 村山産高 山形工高 山形工高 山形工高 村山産高

１００ｍ 岡田　　悠　(3) 12.40 阪　　希望　(3) 12.73 竹田　彩花　(2) 12.82 原　　怜奈　(3) 12.83 田中　馨子　(1) 13.11 佐藤　未空　(3) 13.17 今井　颯希　(1) 13.27

山形大 -1.6 山形大 -1.6 山形中央高 -1.6 山形大 -1.6 山形大 -1.6 山形市立商高 -1.6 山形市立商高 -1.6 

４００ｍ 赤坂　美玲　(3) 58.19 柏倉　うみ　(3) 58.46 佐藤　真桜　(2)  1:01.38 荒井　りさ子(3)  1:02.59 横山　ななみ(2)  1:03.60 永瀬　愛莉　(2)  1:05.75 菊地　咲羽　(3)  1:06.89 伊藤　さくら(3)  1:07.07

山形中央高 山形中央高 山形学院高 山形市立商高 山形中央高 東海大山形高 山形西高 東海大山形高

１５００ｍ 森谷　乙葉　(3)  4:49.76 小野寺　美麗(3)  4:53.32 渡部　莉奈　(3)  4:53.33 奥山　悠華　(3)  4:55.70 後藤　綾花　(3)  5:09.34 五十嵐　千理(2)  5:20.06 加藤　捺心　(3)  5:25.50 土井　洲々子(1)  5:30.03

山形城北高 山形城北高 山形城北高 山形城北高 山形城北高 山形大 山形学院高 東海大山形高

４×１００ｍ 山形市立商高 49.43 東海大山形高 52.40 山形北高 53.73 山形西高 54.33 谷地高 55.21

  今井　颯希　(1)   藤島　優衣　(2)   安西　由加莉(3)   林　　芽依　(3)   渡邉　紗代　(2)

  髙橋　亜珠　(3)   長岡　桃子　(2)   明賀　あかり(2)   田宮　愛依　(3)   岩崎　未空　(3)

  佐藤　未空　(3)   佐藤　優衣　(3)   柏木　汐里　(2)   小野木　彩夏(2)   光位　　湊　(2)

  齋藤　愛香　(3)   永瀬　愛莉　(2)   安達　　奏　(2)   早坂　佳夏　(2)   佐藤　結衣里(3)

走高跳 山口　乃愛　(2) 1m45 秋葉　日愛　(3) 1m40 安達　ほのか(2) 1m35 石垣鈴海(2) 山形市立商高 1m25

東海大山形高 山形中央高 山形北高 安達　奏(2) 山形北高

走幅跳 枝松　穂花　(2) 5m27 早坂　佳夏　(2) 4m73 渡邉　紗代　(2) 4m48 阿部　明日美(2) 4m47 林　　芽依　(3) 4m29 大沼　真白　(3) 4m12 髙橋　希愛　(3) 4m00 光位　　湊　(2) 3m78

山形中央高 +1.3 山形西高 +0.7 谷地高 -1.3 山形学院高 -1.0 山形西高 -0.5 谷地高 -0.7 村山産高 -1.3 谷地高 +2.7 

砲丸投 山口　あすか(3)  10m05 沼沢　小雪　(1)   8m67 山川　恭佳　(2)   8m04 松田　ひなた(2)   7m92 堀　　雪菜　(3)   5m99

(4.000kg) 山形市立商高 山形中央高 上山明新館高 谷地高 谷地高
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