
種目 一般・高校男子４×１００ｍR

順位 記　　録 チーム名 備　　　考

高山　俊輔　(3) ｺｳﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ

菅原　稜太　(3) ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ

田澤　蒼太　(2) ﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ

井上　蒼梧　(2) ｲﾉｳｴ ｿｳｺﾞ

羽柴　穣之介(1) ﾊｼﾊﾞ ｼﾞｮｳﾉｽｹ

岩田　健太郎(3) ｲﾜﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

齋藤　兼信　(1) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ

市川　日向　(2) ｲﾁｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ

橋本　羽陽　(3) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔ

髙山　登唯　(3) ﾀｶﾔﾏ ﾄｳｲ

後藤　理久　(2) ｺﾞﾄｳ ﾘｸ

紺野　稜真　(3) ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾏ

新堀　　奏　(3) ｼﾝﾎﾞﾘ ｿｳ

伊藤　健太郎(3) ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

押切　柚貴　(3) ｵｼｷﾘ ﾕｽﾞｷ

武田　悠登　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ

今野　　圭　(3) ｺﾝﾉ ｹｲ

富樫　虹汰　(2) ﾄｶﾞｼ ｺｳﾀ

我孫子　遙翔(2) ﾜﾋﾞｺ ﾊﾙﾄ

髙橋　寛人　(3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ

阿部　雄清　(2) ｱﾍﾞ ﾕｳｾｲ

佐久間　陽翔(3) ｻｸﾏ ﾊﾙｷ

中村　天良　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾗ

岩城　　湘　(3) ｲﾜｷ ｼｮｳ

永沼　大和　(3) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾔﾏﾄ

菅原　　昂　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳ

青山　和南　(3) ｱｵﾔﾏ ﾜﾅﾝ

早藤　海音　(2) ﾊﾔﾌｼﾞ ｱｵﾄ

菅原　　瞬　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ

大井　佑芽　(3) ｵｵｲ ﾕｳｶﾞ

荒生　夏葵　(2) ｱﾗｵ ﾅﾂｷ

赤塚　陽吉　(3) ｱｶﾂｶ ﾋﾖｼ

2 42.60 山形大

3 43.33 九里学園高Ａ

第58回山形県通信陸上競技大会

オーダー

1 42.26 山形中央高

6 43.86 鶴岡工高

7 44.94 酒田東高

4 43.50 山形学院高

5 43.52 酒田光陵高

8 45.32 酒田南高

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



第58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

今井　颯希　(1) ｲﾏｲ ｻﾂｷ

高橋　亜珠　(3) ﾀｶﾊｼ ｱﾐ

佐藤　未空　(3) ｻﾄｳ ﾐｸ

齋藤　愛香　(3) ｻｲﾄｳ ｱｲｶ

菅原　璃乃杏(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾉｱ

池田　和香　(2) ｲｹﾀﾞ ﾜｶ

大倉　小夜　(2) ｵｵｸﾗ ｻﾖ

佐藤　多希　(2) ｻﾄｳ ﾀｷ

遠藤　悠菜　(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ

村上　夏樹　(2) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂｷ

佐藤　那依　(2) ｻﾄｳ ﾅｴ

五十嵐　清佳(2) ｲｶﾞﾗｼ ｻﾔｶ

五十嵐　琉星(1) ｲｶﾞﾗｼ ﾙﾅ

佐藤　真紅　(2) ｻﾄｳ ﾏｱｶ

佐藤　　有　(1) ｻﾄｳ ﾕｳ

齋藤　姫奈　(2) ｻｲﾄｳ ﾋﾅ

藤島　優衣　(2) ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｲ

長岡　桃子　(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾓﾓｺ

佐藤　優衣　(3) ｻﾄｳ ﾕｲ

永瀬　愛莉　(2) ﾅｶﾞｾ ｱｲﾘ

安西　由加莉(3) ｱﾝｻﾞｲ ﾕｶﾘ

明賀　あかり(2) ﾐｮｳｶﾞ ｱｶﾘ

柏木　汐里　(2) ｶｼﾜｷﾞ ｼｵﾘ

安達　　奏　(2) ｱﾀﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ

林　　芽依　(3) ﾊﾔｼ ﾒｲ

田宮　愛依　(3) ﾀﾐﾔ ｱｲ

小野木　彩夏(2) ｵﾉｷ ｱﾔｶ

早坂　佳夏　(2) ﾊﾔｻｶ ｶﾅ

大場　美菜　(3) ｵｵﾊﾞ ﾐﾅ

加藤　柚葉　(3) ｶﾄｳ ﾕｽﾞﾊ

阿部　凪咲　(3) ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ

門田　　逢　(1) ｶﾄﾞﾀ ｱｲ

2 50.49 酒田光陵高

3 50.78 酒田南高

オーダー

1 49.43 山形市立商高

6 53.73 山形北高

7 54.33 山形西高

4 52.10 九里学園高Ａ

5 52.40 東海大山形高

8 54.64 酒田東高

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58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

平山　蒼徠　(3) ﾋﾗﾔﾏ ｿﾗ

佐藤　譲治　(3) ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ

菊地　洋輝　(3) ｷｸﾁ ﾋﾛｷ

山木　綾人　(3) ﾔﾏｷ ｱﾔﾄ

桑原　悠輔　(3) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｽｹ

澤田　康太　(3) ｻﾜﾀﾞ ｺｳﾀ

堤　玲太朗　(3) ﾂﾂﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ

佐藤　琉惺　(3) ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

和賀　　遼　(3) ﾜｶ ﾘｮｳ

佐藤　龍生　(3) ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

五十嵐　湧生(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ

菅原　泰希　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ

高田　康正　(3) ﾀｶﾀﾞ ｺｳｾｲ

秋　　智颯　(3) ｱｷ ﾁﾊﾔ

横山　達志　(3) ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂｼ

吉田　昌樹　(3) ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ

五十嵐　迅飛(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾔﾄ

石川　昂太　(3) ｲｼｶﾜ ｺｳﾀ

三宅　　凱　(3) ﾐﾔｹ ｶﾞｲ

岡崎　恵伍　(3) ｵｶｻﾞｷ ｹｲｺﾞ

麻生　燦斗　(2) ｱｻ ｹｲｽｹ

伊藤　智朗　(3) ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ

奥山　創太　(3) ｵｸﾔﾏ ｿｳﾀ

井上　遥斗　(3) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ

遠藤　悠誠　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ

阿部　侑平　(2) ｱﾍﾞ ﾕｳﾍｲ

今野　勇輝　(3) ｺﾝﾉ ﾕｳｷ

髙橋　　凌　(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ

菅原　淳志　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｼ

佐藤　叶音　(2) ｻﾄｳ ｶﾅﾄ

荻野　　藍　(3) ｵｷﾞﾉ ｱｵｲ

佐々木　麗音(2) ｻｻｷ ﾚｵﾝ

2 47.53 米沢五中

3 47.69 酒田四中

オーダー

1 46.09 高畠中Ａ

6 47.98 山形三中

7 48.29 米沢三中Ａ

4 47.77 山形十中

5 47.81 天童三中

8 48.56 余目中

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58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

深瀬　このは(3) ﾌｶｾ ｺﾉﾊ

齊藤　杏奈　(3) ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ

武口　蓮音　(3) ﾀｹｸﾞﾁ ﾚﾉﾝ

菅野　穂乃　(3) ｽｶﾞﾉ ﾎﾉ

加藤　璃桜　(2) ｶﾄｳ ﾘｵ

飯塚　　心　(3) ｲｲﾂﾞｶ ｺｺﾛ

佐藤理乃亜　(2) ｻﾄｳ ﾘﾉｱ

佐藤　美咲　(3) ｻﾄｳ ﾐｻｷ

芳賀　美咲　(2) ﾊｶﾞ ﾐｻｷ

加藤　優愛　(2) ｶﾄｳ ﾕﾒ

長岡　里音　(3) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｵﾝ

栗原　優奈　(3) ｸﾘﾊﾗ ﾕﾅ

加藤　　杏　(3) ｶﾄｳ ｷｮｳ

横田　理世　(3) ﾖｺﾀ ﾘﾖ

加藤　美鈴　(2) ｶﾄｳ ﾐｽｽﾞ

情野　有香　(3) ｾｲﾉ ﾕｳｶ

齋藤　彩乃　(3) ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ

飯倉咲希音　(2) ｲｲｸﾗ ｻｷﾈ

相良　來瞳　(3) ｻｶﾞﾗ ｸﾙﾐ

阿部　真桜　(3) ｱﾍﾞ ﾏｵ

結城　彩天奈(3) ﾕｳｷ ｱﾃﾅ

矢口　栞楠　(3) ﾔｸﾞﾁ ｶﾝﾅ

鈴木　瑠菜　(2) ｽｽﾞｷ ﾙﾅ

五十嵐　菜々(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅ

佐々木　柚　(2) ｻｻｷ ﾕｽﾞ

大瀧　悠里　(3) ｵｵﾀｷ ﾕｳﾘ

内谷　凜音　(3) ｳﾁﾔ ﾘｵﾝ

河井　優藍　(3) ｶﾜｲ ｳﾗﾝ

平林　まゆ　(3) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ

大浦　初稀　(2) ｵｵｳﾗ ﾊﾂﾞｷ

奥村　宥羽　(3) ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾊ

中川　星那　(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾅ

オーダー

1 51.88 天童二中

4 54.07 川西中

5 54.09 酒田六中Ａ

2 53.35 酒田三中Ａ

3 54.00 山形十中

8 55.63 高畠中Ａ

6 54.49 神町中

7 55.06 長井南中Ａ

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


