山形県中学校総合体育大会水泳競技大会成績一覧表（３位迄の記録）
（平成２１～令和元年度）
自由形
【男子５０ｍ】
平２１ ①早坂 龍輝（玉 野）
２６”２５
②奥山 翔太（山形五）
２６”２９
③漆山 達哉（金 井）
２６”５５
平２２ ①奥山 翔太（山形五）
２５”４７
②漆山 達哉（金 井）
２６”１２
③羽島 空大（上山南）
２６”１７
平２３ ①羽島 空大（上山南）
２５”７０
②戸村 駿介（山形三）
２６”３９
③今野 誠也（小 国）
２６”７０
平２４ ①高橋 洋介（東根一）
２５”９８
②細谷 晃陽（米沢一）
２６”１５
③須藤 智貴（天童二）
２６”５０
平２５ ①須藤 智貴（天童二）
２６”０６
②安部 航大（高畠四）
２６”３７
③佐々木 翼（酒田四）
２６”３８
平２６ ①須藤 智貴（天童二）
２５”０３
②齋藤 礼喜（山形六）
２５”５０
③今野 太介（鶴岡四）
２６”１１
平２７ ①大井麻奈斗（余 目）
２６”３８
②長澤
樹（山形二）
２６”７５
③二瓶 祐太（鶴岡二）
２６”８０
平２８ ①大井麻奈斗（余 目）
２５”７７
②伊藤
蓮（鳥海八幡） ２５”９７
③赤澤 大地（新 町）
２６”７８
平２９ ①長澤
樹（山形二）
２５”１３
②伊藤
蓮（鳥海八幡） ２５”２７
③寺島 健太（蔵王一）
２５”４４
平３０ ①井上 大地（天童四）
２５”７８
②高橋 昴希（東根一）
２６”４２
③今野 優希（小 国）
２６”６９
令０１ ①太田 獅音（天童四）
２６”２０
②小室
遼（神 町）
２６”６２
③齋藤
丈（陵 東）
２６”６３
【男子１００ｍ】
平２１ ①清野 亮太（天童四）
②早坂 龍輝（玉 野）
③鈴木 勇也（藤 島）
平２２ ①齋藤 優作（鶴岡三）
②奥山 翔太（山形五）
③佐藤 奎介（鶴岡三）
平２３ ①羽島 空大（上山南）
②元木 健詞（河 北）
③戸村 駿介（山形三）
平２４ ①高橋 洋介（東根一）
②須藤 智貴（天童二）
③小川 季樹（東根一）
平２５ ①本間 雄也（鶴岡一）
②須藤 智貴（天童二）
③齋藤 礼喜（山形六）
平２６ ①須藤 智貴（天童二）
②今野 太介（鶴岡四）
③齋藤 礼喜（山形六）
平２７ ①今野 太介（鶴岡四）
②小松 伶央（酒田四）
③石井 大智（山大附）
平２８ ①寺島 健太（蔵王一）
②長澤
樹（山形二）
③大井麻奈斗（余 目）
平２９ ①寺島 健太（蔵王一）
②長澤
樹（山形二）
③菅井 陸斗（余 目）
平３０ ①伊藤 康太（山形六）
②佐藤 汰風（山形九）
③高橋 昴希（東根一）
令０１ ①石井 彗界（蔵王一）
②小室
遼（神 町）
③松田 恵悟（鶴岡二）

５７”５２
５７”６０
５８”１０
５４”２３
５６”１６
５６”６３
５７”０１
５８”４１
５８”６９
５８”８５
５９”１９
５９”５０
５７”２６
５７”２７
５７”８３
５５”８７
５６”３１
５６”３７
５５”６１
５６”６９
５７”２７
５６”００
５６”９２
５７”０４
５４”８０
５５”０１
５６”７３
５３”３５
５７”５１
５８”７３
５８”１５
５８”１６
５８”２５

【男子２００ｍ】
平２１ ①齋藤 優作（鶴岡三）１’５９’４７
②清野 亮太（天童四）２’０６”３６
③鈴木 勇也（藤 島）２’０６”７０
平２２ ①齋藤 優作（鶴岡三）１’５６’９１
②佐藤 奎介（鶴岡三）２’０２”８９
③齋藤 雄太（山形九）２’０８”２７

平２３
平２４
平２５
平２６
平２７
平２８
平２９
平３０
令０１

①齋藤
②髙宮
③門脇
①松田
②佐藤
③熊谷
①熊谷
②本間
③花岡
①池田
②石川
③山口
①池田
②石川
③小松
①伊藤
②小林
③長澤
①佐藤
②伊藤
③佐藤
①伊藤
②佐藤
③阿部
①船山
②石井
③國井

雄太（山形九）２’０５’４９
大成（天童二）２’０７”７５
拓海（余 目）２’０９”３１
昴樹（天童一）２’０６’１４
光起（酒田四）２’０７”２２
哲志（米沢三）２’０９”２９
哲志（米沢三）２’０４’４１
雄也（鶴岡一）２’０４”５９
慶弥（酒田三）２’０６”４６
尚輝（鶴岡四）２’０３’９４
雷稀（金 井）２’０５”３０
将（山形二）２’０７”１５
尚輝（鶴岡四）２’００’０９
雷稀（金 井）２’０２”９１
伶央（酒田四）２’０３”８０
康太（山形六）２’０２’９５
竜将（鶴岡三）２’０４”７１
樹（山形二）２’０４”９５
隆成（鶴岡四）１’５７’８７
康太（山形六）１’５８”３５
皓芽（山形三）２’０５”７０
康太（山形六）１’５６’１２
汰風（山形九）２’０５”９２
叶夢（山形七）２’０８”３４
晃大（長井南）２’０８’４６
彗界（蔵王一）２’０８”７９
優大（山形三）２’０８”８９

【男子４００ｍ】
平２１ ①齋藤 優作（鶴岡三）４’１０”４３
②渡会
舜（余 目）４’１０”５２
③佐々木 友（天童一）４’１７”８５
平２２ ①渡会
舜（余 目）４’０４”７１
②遠田
学（酒田三）４’１５”４４
③庄司 永輝（鶴岡四）４’２５”５８
平２３ ①齋藤 雄太（山形九）４’２５”０７
②後藤
佳（羽 黒）４’２５”６８
③門脇 拓海（余 目）４’２９”７５
平２４ ①須藤 由隆（鶴岡一）４’２３”１０
②松田 昴樹（天童一）４’２３”３６
③山崎 一成（米沢四）４’２８”４８
平２５ ①佐藤 空哉（山形二）４’２２”９０
②近藤 博斗（酒田二）４’２３”７９
③熊谷 哲志（米沢三）４’２５”６３
平２６ ①槙
竜汰（綾 南）４’１５”１８
②門脇 正知（鶴岡三）４’１９”３６
③小山 健悟（酒田二）４’２１”０９
平２７ ①佐藤 航大（酒田一）４’１７”７７
②冨樫 孝太（鶴岡三）４’１９”５４
③石川 雷稀（金 井）４’１９”７２
平２８ ①佐藤 隆成（鶴岡四）４’１６”０９
②門脇 正享（鶴岡三）４’１９”６８
③伊藤 康太（山形六）４’２４”２２
平２９ ①佐藤 隆成（鶴岡四）４’１３”００
②佐藤 皓芽（山形三）４’２６”７７
③土田 有馬（大 富）４’２９”８０
平３０ ①佐藤 祐希（陵 南）４’２３”９９
②佐藤 聖真（山形十）４’２５”１６
③三浦 智成（鶴岡四）４’２７”９９
令０１ ①三浦 智成（鶴岡四）４’２１”４８
②工藤 岳斗（酒東部）４’２３”５０
③船山 晃大（長井南）４’３１”３０
【男子１５００ｍ】
平２１ ①渡会
舜（余 目）１６’５０”０２
②小林 三覚（三 川）１７’０７”４３
③遠田
学（酒田三）１７’１３”１５
平２２ ①渡会
舜（余 目）１６’２３”６７
②遠田
学（酒田三）１６’５８”３９
③庄司 永輝（鶴岡四）１７’２０”０２
平２３ ①後藤
佳（羽 黒）１７’１６”５１
②山崎 一成（米沢四）１７’２７”７８
③長沼
暦（米沢三）１７’３１”２１
平２４ ①山崎 一成（米沢四）１７’２４”４０
②須藤 由隆（鶴岡一）１７’３３”３４
③近藤 博斗（酒田二）１７’５６”２３
平２５ ①近藤 博斗（酒田二）１７’０６”６３
②小山 健悟（酒田二）１７’１７”３０
③佐藤 空哉（山形二）１７’１９”６２
平２６ ①佐藤 恵斗（長井南）１７’００”１０

平２７
平２８
平２９
平３０
令０１

②門脇 正知（鶴岡三）１７’０４”８１
③村上 拓海（遊 佐）１７’１４”９１
①冨樫 孝太（鶴岡三）１６’５４”５２
②石田 彬恵（米沢二）１６’５５”５９
③佐藤 航大（酒田一）１７’１５”９７
①佐藤 隆成（鶴岡四）１６’４０”８６
②門脇 正享（鶴岡三）１６’４４”７８
③三浦 駿介（鶴岡四）１７’３４”９７
①土田 有馬（大 富）１７’３６”３５
②佐藤 聖真（山形十）１８’１０”１６
③阿部 凱昴（鶴岡二）１８’１１”７５
①佐藤 聖真（山形十）１７’２７”３２
②三浦 智成（鶴岡四）１７’３５”１８
③相座 昴弥（陵 南）１７’３７”８８
①三浦 智成（鶴岡四）１６’５９”６２
②工藤 岳斗（酒東部）１７’３６”２８
③髙橋安久里（長井南）１８’０８”１２

背泳ぎ
【男子１００ｍ】
平２１ ①江口 幸希（金 井）１’０６”４６
②富樫 哲也（鶴岡四）１’０７”１１
③冨樫 賢志（藤 島）１’０７”３３
平２２ ①江口 幸希（金 井）１’０５”０４
②安藤賢太郎（鶴岡二）１’０６”２１
③森谷 有樹（陵 南）１’０７”５１
平２３ ①江本
樹（山形五）１’０１”９２
②河原 宏紀（山形六）１’０３”３７
③工藤 雅也（米沢一）１’０６”１４
平２４ ①江本
樹（山形五）１’００”１３
②工藤 雅也（米沢一）１’０２”２３
③青木 順一（白鷹東）１’０４”２６
平２５ ①古内 晴貴（山形九）１’０３”７２
②荘司 和樹（天童四）１’０３”８３
③池田 尚輝（鶴岡四）１’０４”４３
平２６ ①荘司 和樹（天童四）１’０１”９２
②石塚 隼人（蔵王一）１’０６”０４
③井上
凱（山形六）１’０７”４７
平２７ ①井上
凱（山形六）１’０４”９８
②武田 一聖（山形二）１’０６”７０
③齋藤 太新（余 目）１’０７”４６
平２８ ①高内 愛斗（山形十）１’０５”４２
②鶴巻 孝大（鶴岡二）１’０６”１７
③伊藤
隆（山形九）１’０７”３３
平２９ ①高内 愛斗（山形十）１’０３”６２
②伊藤
陸（山形九）１’０４”２９
③藤田 大翔（陵 東）１’０５”０１
平３０ ①高内 愛斗（山形十）１’０１”９２
②太田 獅音（天童四）１’０５”８９
③阿部 大河（酒田二）１’０６”７５
令０１ ①太田 獅音（天童四）１’０５”８１
②伊藤 太一（金 井）１’０６”０９
③鈴木 颯太（山形二）１’０７”０２
【男子２００ｍ】
平２１ ①富樫 哲也（鶴岡四）２’２２”５６
②冨樫 賢志（藤 島）２’２５”２２
③高橋 翔太（大 富）２’２６”３２
平２２ ①江口 幸希（金 井）２’２２”０３
②安藤賢太郎（鶴岡二）２’２３”０１
③河原 宏紀（山形六）２’２５”７３
平２３ ①河原 宏紀（山形六）２’１７”４８
②江本
樹（山形五）２’１７”５０
③工藤 雅也（米沢一）２’２１”４０
平２４ ①江本
樹（山形五）２’１１”３３
②工藤 雅也（米沢一）２’１６”４８
③青木 順一（白鷹東）２’１８”４５
平２５ ①荘司 和樹（天童四）２’１４”８２
②渡部 優太（酒田六）２’１９”９３
③古内 晴貴（山形九）２’２０”６３
平２６ ①荘司 和樹（天童四）２’１１”６６
②石塚 隼人（蔵王一）２’２１”９１
③井上
凱（山形六）２’２７”３９
平２７ ①井上
凱（山形六）２’２２”３３
②武田 一聖（山形二）２’２４”６６
③古内 健甫（山形九）２’２６”７５
平２８ ①高内 愛斗（山形十）２’２０”４７
②武田 一聖（山形二）２’２１”３３
③鶴巻 孝大（鶴岡二）２’２４”５１
平２９ ①高内 愛斗（山形十）２’１６”５０

平３０
令０１

②芳賀
③伊藤
①高内
②川部
③太田
①鈴木
②井上
③伊藤

優真（鶴岡四）２’１８”０５
陸斗（山形九）２’１９”７７
愛斗（山形十）２’１３”３８
凌（山 辺）２’２２”１８
獅音（天童四）２’２２”２１
颯太（山形二）２’２３”７４
龍向（山形四）２’２４”５４
太一（金 井）２’２６”３８

平泳ぎ
【男子１００ｍ】
平２１ ①大久保琳太郎米沢四）１’０６”６６
②片桐 堤也（天童四）１’０６”８７
③乙坂 龍弥（鶴岡四）１’１０”７９
平２２ ①大久保琳太郎米沢四）１’０５”４２
②渡部 太一（酒田六）１’０８”０９
③會田
空（陵 南）１’０９”８５
平２３ ①大久保琳太郎米沢四）１’０３”３４
②渡部 太一（酒田六）１’０５”８１
③濱本 宜輝（山大附）１’０８”８４
平２４ ①紺野 蒼天（白鷹東）１’０９”３０
②村上 優真（遊 佐）１’０９”５９
③布施 遥平（天童三）１’１０”７３
平２５ ①村上 優真（遊 佐）１’０６”５８
②土岐 一永（温 海）１’０９”２４
③菅原
稜（鶴岡三）１’０９”３６
平２６ ①菅原
稜（鶴岡三）１’０８”０２
②佐藤
歩（天童二）１’０８”６７
③伊関 浩哉（山形二）１’１３”０７
平２７ ①遠藤
旭（西 川）１’１２”２７
②會田 脩斗（山形六）１’１２”６０
③成澤 康生（藤 島）１’１３”０１
平２８ ①後藤
光（鶴岡三）１’１０”６２
②成澤 康生（藤 島）１’１１”７９
③菅野 有晏（尾花沢）１’１３”６５
平２９ ①藤井 敬澄（鳥海八幡１’１１”８２
②平泉 亮和（山形四）１’１２”２１
③齋藤 雅史（鶴岡三）１’１２”４２
平３０ ①清野 嗣人（酒田三）１’０９”７５
②藤井 敬澄（鳥海八幡１’１０”８４
③髙橋 奏翔（山形一）１’１３”０３
令０１ ①清野 嗣人（酒田三）１’０７”４３
②佐藤
陽（天童二）１’０８”８３
③今井祥太朗（豊 浦）１’０９”８２
【男子２００ｍ】
平２１ ①片桐 堤也（天童四）２’２２”６０
②大久保琳太郎米沢四）２’２３”８６
③岡崎 洸大（蔵王一）２’２９”１６
平２２ ①大久保琳太郎米沢四）２’２１”８０
②渡部 太一（酒田六）２’２５”２２
③今井 勇気（酒田六）２’２７”９７
平２３ ①大久保琳太郎米沢四）２’１８”８８
②渡部 太一（酒田六）２’１９”６８
③濱本 宜輝（山大附）２’３２”７５
平２４ ①紺野 蒼天（白鷹東）２’２９”３２
②布施 遥平（天童三）２’３１”３０
③村上 優真（遊 佐）２’３１”７４
平２５ ①村上 優真（遊 佐）２’２２”６８
②菅原
稜（鶴岡三）２’２７”８０
③佐藤
歩（天童二）２’２８”３９
平２６ ①佐藤
歩（天童二）２’２４”７４
②菅原
稜（鶴岡三）２’２５”１７
③堀口 怜生（陵 東）２’３９”１４
平２７ ①赤塚 龍哉（蔵王一）２’３３”４４
②會田 脩斗（山形六）２’３６”１９
③遠藤
旭（西 川）２’３７”４３
平２８ ①後藤
光（鶴岡三）２’３３”１０
②成澤 康生（藤 島）２’３４”９５
③設楽 杏璃（東根一）２’３５”６９
平２９ ①大井 晃志（鶴岡一）２’２９”６２
②齋藤 雅史（鶴岡三）２’３０”９５
③藤井 敬澄（鳥海八幡２’３３”４６
平３０ ①清野 嗣人（酒田三）２’２６”９１
②藤井 敬澄（鳥海八幡２’２９”９５
③佐藤
陽（天童二）２’３４”７５
令０１ ①佐藤
陽（天童二）２’２５”１３
②清野 嗣人（酒田三）２’２５”７０
③石澤 晃太（蔵王一）２’２９”９２

バタフライ
【男子１００ｍ】
平２１ ①佐藤 龍征（八幡中）
５９”６０
②安達 信幸（白鷹東）
５９”９６
③佐藤 朗人（鶴岡三）１’０１”５９
平２２ ①佐々木 友（天童一）
５８”４２
②佐藤 龍征（鳥海八）
５８”５１
③高橋 修一（山形二）１’０２”６９
平２３ ①石塚 大地（鶴岡一）１’０１”２２
②荒生 大瑛（酒田二）１’０１”６９
③今野 誠也（小 国）１’０２”３２
平２４ ①志田 龍星（飯 豊）
５９”０３
②石塚 大地（鶴岡一）
５９”６８
③栗原 涼太（金 井）
５９”９５
平２５ ①讃岐 昴汰（酒田三）
５８”３８
②高橋
猛（天童一）
５９”６３
③秋葉 広樹（鶴岡四）１’０２”１０
平２６ ①高橋
猛（天童一）
５８”０２
②梅津 柊也（長井南）１’０１”２１
③小関 謙心（楯 岡）１’０１”９１
平２７ ①鎌上 将大（山形二）１’０１”１１
②齋藤
卓（鶴岡三）１’０１”２８
③朝倉 航聖（山形二）１’０２”０１
平２８ ①鎌上 将大（山形二）
５９”０１
②芳賀 湧大（陵 東）
５９”４５
③大江 奈知（山形三）
５９”７７
平２９ ①鎌上 将大（山形二）
５９”１６
②伊藤
連（鳥海八幡） ５９”２９
③藤本 心太（酒田二）１’００”２９
平３０ ①井上 大地（天童四）
５９”３８
②加藤 碧仁（鶴岡二）１’０２”６７
③齋藤
丈（陵 東）１’０２”８８
令０１ ①齋藤
丈（陵 東）１’００”４４
②芳賀 史弥（陵 東）１’０２”０３
③髙橋
道（山形二）１’０２”９１
【男子２００ｍ】
平２１ ①佐々木 友（天童一）２’１１”０７
②安達 信幸（白鷹東）２’１２”４０
③佐藤 龍征（八幡中）２’１５”２８
平２２ ①佐々木 友（天童一）２’０９”２０
②佐藤 龍征（鳥海八）２’１３”１９
③石塚 大地（鶴岡一）２’２０”３１
平２３ ①石塚 大地（鶴岡一）２’１５”４４
②栗原 涼太（金 井）２’２５”７７
③岡崎 侃大（陵 東）２’３１”４４
平２４ ①志田 龍星（飯 豊）２’１０”１４
②石塚 大地（鶴岡一）２’１０”４３
③讃岐 昴汰（酒田三）２’１５”８０
平２５ ①讃岐 昴汰（酒田三）２’０８”９０
②高橋
猛（天童一）２’０９”０４
③秋葉 広樹（鶴岡四）２’１５”４６
平２６ ①高橋
猛（天童一）２’０７”８９
②渡部 義大（酒田三）２’１４”９４
③佐藤 澪士（山形三）２’１５”９６
平２７ ①今野 太介（鶴岡四）２’１１”１７
②朝倉 航聖（山形二）２’１７”２８
③瀬野 友優（天童三）２’１７”９７
平２８ ①芳賀 湧大（陵 東）２’１１”９３
②佐藤威久斗（鶴岡三）２’１３”７６
③大江 奈知（山形三）２’１４”１９
平２９ ①藤本 心太（酒田二）２’１２”５２
②佐藤 祐希（綾 南）２’１５”６３
③鎌上 将大（山形二）２’２２”８６
平３０ ①佐藤 祐希（陵 南）２’１３”８２
②加藤 碧仁（鶴岡二）２’１５”５０
③佐藤
碧（鶴岡三）２’１９”７３
令０１ ①芳賀 史弥（陵 東）２’１４”４５
②大井 柚希（山形六）２’１８”５２
③髙橋
道（山形二）２’１９”０２
個人メドレー
【男子２００ｍ】
平２１ ①岡崎 洸大（蔵王一）２’２０”０４
②小池 智大（立 川）２’２０”９７
③鍋島
怜（陵 南）２’２３”０１
平２２ ①今井 勇気（酒田六）２’１５”３４
②伊藤那央人（鶴岡四）２’１９”３１
③鍋島
怜（陵 南）２’２０”７１
平２３ ①佐藤 祐大（鶴岡四）２’１９”６４

平２４
平２５
平２６
平２７
平２８
平２９
平３０
令０１

②青木 順一（白鷹東）２’２１”９４
③本間 大地（東根一）２’２２”０２
①佐藤 祐大（鶴岡四）２’１９”５９
②手塚 真也（長井南）２’２５”３２
③梅津 侑己（米沢四）２’２８”１９
①西脇
凜（鶴岡一）２’１９”６９
②槇
竜汰（綾 南）２’２２”００
③冨樫
晴（山形五）２’２５”４２
①池田 尚輝（鶴岡四）２’１５”６６
②冨樫
晴（山形五）２’１９”０８
③渡部 義大（酒田三）２’１９”５３
①池田 尚輝（鶴岡四）２’１２”４３
②川瀨 一貴（天童三）２’１８”９０
③伊藤 裕也（天童一）２’２２”６５
①伊藤 裕也（天童一）２’１６”６９
②佐藤威久斗（鶴岡三）２’１６”７１
③武田 一聖（山形二）２’１９”４８
①伊藤 康太（山形六）２’１３”３３
②武田 一聖（山形二）２’１７”９０
③高橋 真太（天童二）２’２０”１５
①鈴木 優太（山形五）２’１５”８１
②太田 虎伯（天童四）２’１８”１６
③北澤 怜朗（山形五）２’１９”４４
①佐藤 隆晴（鶴岡三）２’１４”３９
②吉田 達哉（山形六）２’１９”５５
③五十嵐 瑛（天童一）２’２２”２０

【男子４００ｍ】
平２１ ①鍋島
怜（陵 南）４’５６”３２
②小池 智大（立 川）４”５６”５６
③高橋 修一（山形二）５”０３”７７
平２２ ①鍋島
怜（陵 南）４’５１”１１
②伊藤那央人（鶴岡四）４”５９”２８
③多田 拓未（鶴岡三）５”０１”２５
平２３ ①佐藤 祐大（鶴岡四）４’５１”１６
②青木 順一（白鷹東）４”５９”００
③小松 悠也（長井北）５”０４”８０
平２４ ①佐藤 祐大（鶴岡四）４’４７”８２
②手塚 真也（長井南）５”０６”５３
③西脇
凜（鶴岡一）５”０６”７８
平２５ ①西脇
凜（鶴岡一）４’４８”２２
②池田 尚輝（鶴岡四）４”５６”７５
③槇
竜汰（綾 南）４”５７”５８
平２６ ①今井
諒（酒田四）４’５１”７６
②川瀨 一貴（天童三）４”５２”１９
③槙
竜汰（綾 南）４”５２”５６
平２７ ①川瀨 一貴（天童三）４’５７”０９
②芳賀 湧大（陵 東）５”００”３７
③伊藤 裕也（天童一）５”０３”１８
平２８ ①清野 友優（天童三）４’５１”４１
②近藤 慶哉（酒田二）４”５８”６５
③伊藤 裕也（天童一）５”０２”４８
平２９ ①武田 一聖（山形二）４’５１”０６
②高橋 真太（天童二）４”５９”５０
③北澤 怜朗（山形五）５”０２”４１
平３０ ①鈴木 優太（山形五）４’４８”５９
②佐藤 隆晴（鶴岡三）４”５２”３９
③北澤 怜朗（山形五）４”５５”２５
令０１ ①佐藤 隆晴（鶴岡三）４’４３”１０
②吉田 達哉（山形六）４”５８”６６
③後藤
颯（鶴岡三）５”０３”８２
フリーリレー
【男子４×１００ｍ】
平２１ ①佐藤 遠藤
②奥山 奥山
③庄司 白幡
平２２ ①佐藤 齋藤
②森谷 林
③伊藤 渡部
平２３ ①江本 志田
②渡部 阿部
③難波 西脇
平２４ ①江本 井上
②須藤 本間
③栗原 須藤
平２５ ①讃岐 佐藤
②今野 池田
③東海林北澤
平２６ ①菅原 門脇

佐藤
設楽
富樫
多田
會田
阿部
井上
渡部
須藤
髙橋
西脇
歌丸
笹原
本間
滝口
冨樫

齋藤
熊谷
伊藤
藤
鍋島
今井
矢萩
阿部
石塚
斉籐
石塚
鈴木
花岡
秋葉
冨樫
斎藤

（鶴岡三）３’５２”５７
（山形五）３’５９”９６
（鶴岡四）４’００”３８
（鶴岡三）３’５３”９４
（陵 南）３’５８”３１
（酒田六）３’５９”１０
（山形五）３’５８”４６
（酒田六）４’０１”０６
（鶴岡一）４’０５”２５
（山形五）３’５８”５９
（鶴岡一）３’５９”９３
（金 井）４’０４”３４
（酒田三）３’５４”６２
（鶴岡四）３’５８”７３
（山形五）４’０１”７１
（鶴岡三）３’５４”７６

平２７
平２８
平２９
平３０

令０１

②北澤
③渡部
①池田
②山口
③冨樫
①鎌上
②芳賀
③小林
①長澤
②菅井
③遠藤
①吉田
②清野
③三瓶
③佐藤
①佐藤
②小池
③伊藤

滝口綾滝口凜冨樫
池田 進藤 池田
佐藤 三浦 今野
鎌上 朝倉 佐藤
門脇 工藤 齋藤
武田 長澤 朝倉
藤田 荒木 鍋島
後藤 佐藤 門脇
鎌上 武田 上田
伊藤 髙梨 相馬
齋藤 武田 小林
大井 長谷川伊藤
伊藤 齋藤 伊藤
齋藤 東海林川島
相座 石川 菅野
後藤 進藤 武田
五十嵐 横屋 三浦
齋藤 鈴木 清野

（山形五）３’５７”１０
（酒田三）３’５７”９７
（鶴岡四）３’５４”６１
（山形二）３’５５”８２
（鶴岡三）３’５８”７４
（山形二）３’５１”２７
（陵 東）３’５６”２０
（鶴岡三）３’５６”２３
（山形二）３’５０”２９
（余 目）４’０１”２０
（鶴岡三）４’０１”８５
（山形六）４’０１”７３
（酒田三）４’０４”０４
（陵 東）４’０４”４６
（陵 南）４’０４”４６
（鶴岡三）３’５５”８３
（鶴岡四）３’５７”４７
（酒田三）４’００”１０

平２４
平２５
平２６
平２７
平２８
平２９
平３０

メドレーリレー
【男子４×１００ｍ】
平２１ ①齋藤 多田 佐藤 遠藤
②富樫 乙坂 庄司 白幡
③奥山 熊谷 小林 設楽
平２２ ①齋藤 多田 阿部 佐藤
②今井 渡部 鈴木 伊藤
③森谷 會田 林
鍋島
平２３ ①渡部 渡部 阿部 阿部
②江本 荒井 志田 矢萩
③青木 紺野 山本 丸川
平２４ ①江本 田苗 東海林井上
②青木 安部 紺野 加藤
③須藤 西脇 石塚 本間
平２５ ①池田 今野 秋葉 本間
②讃岐 笹原 渡部 花岡
③堀
菊地 栗原 増川
平２６ ①門脇 菅原 斎藤 冨樫
②進藤 池田光渡部 池田亘
③池田 富樫 小山 岡部
平２７ ①武田 長澤 鎌上 佐藤
②池田 今野 佐藤 三浦
③冨樫 後藤 齋藤 工藤
平２８ ①武田 長澤 鎌上 朝倉
②小林 後藤 佐藤 門脇
③藤田 荒木 芳賀 鍋島
平２９ ①上田 武田 鎌上 長澤
②芳賀 山口 佐藤 三浦
③國井 新明 鈴木 北澤
平３０ ①伊藤 吉田 大井 長谷川
②太田 太田 井上 太田
③阿部 小山 松浦 今野
令０１ ①伊藤 清野 佐藤 齋藤
②井上 三澤 荒井 阿部
③三浦 小池 五十嵐 横屋
男子総合
平２１ ①鶴岡四（
平２２ ①鶴岡三（
平２３ ①山形五（
平２４ ①鶴岡一（
平２５ ①酒田三（
平２６ ①鶴岡三（
平２７ ①山形二（
平２８ ①山形二（
平２９ ①山形二（
平３０ ①天童四（
令０１ ①鶴岡三（

（鶴岡三）４’１９”７７
（鶴岡四）４’２０”３３
（山形五）４’２１”６９
（鶴岡三）４’１４”１０
（酒田六）４’１４”９８
（陵 南）４’２４”１３
（酒田六）４’２０”７２
（山形五）４’２７”２９
（白鷹東）４’２９”１８
（山形五）４’２０”６８
（白鷹東）４’２１”０８
（鶴岡一）４’２２”６０
（鶴岡四）４’１９”９３
（酒田三）４’１９”９６
（金 井）４’２４”０１
（鶴岡三）４’１６”５５
（酒田三）４’２４”６７
（酒田二）４’２５”８２
（山形二）４’２１”３６
（鶴岡四）４’２２”０３
（鶴岡三）４’２２”１９
（山形二）４’１４”７０
（鶴岡三）４’１８”９４
（陵 東）４’２４”６８
（山形二）４’１４”０６
（鶴岡四）４’２４”４０
（山形五）４’２６”７７
（山形六）４’２５”１６
（天童四）４’２５”４４
（酒田二）４’２９”４２
（酒田三）４’２５”７１
（山形四）４’２７”２７
（鶴岡四）４’２７”８５

７３）②鶴岡三（
８２）②酒田六（
５８）②鶴岡一（
６２）②山形五（
６４）②鶴岡四（
６１）②山形五（
８１）②鶴岡三（
８５）②鶴岡三（
８５）②鶴岡四（
５８）②山形六（
５８）②酒田三（

自由形
【女子５０ｍ】
平２１ ①小池萌菜未（鶴岡一）
②加地明日香（米沢四）
③渋井 柚実（日大中）
平２２ ①小池萌菜未（鶴岡一）
②加地明日香（米沢四）
③縄
彩佳（天童二）
平２３ ①渋井 柚実（日大中）
②須藤 美里（天童四）
③渡部 未歩（山形五）

７２）③山形五（
６６）③陵 南（
４９）③酒田六（
５８）③白鷹東（
５５）③山形五（
５１）③酒田三（
６７）③鶴岡四（
７７）③山形三（
６０）③鶴岡三（
５３）③陵 南（
５６）③鶴岡四（

２７”７３
２７”８１
２７”９４
２７”５６
２７”８８
２８”０７
２７”５３
２８”０４
２８”９５

５３）
６１）
４６）
５２）
４６）
４９）
６２）
５３）
４７）
５０）
５０）
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①荘司菜々子（上山北）
②歌川 朋美（酒田六）
③渡邊 世名（山形二）
①荘司菜々子（上山北）
②五十嵐 悠（鶴岡五）
③土屋 楓子（白鷹西）
①荘司菜々子（上山北）
②渡邉 琉唯（山形二）
③田畑 麗羅（酒田三）
①大滝 萌心（米沢三）
②渡邉 琉唯（山形二）
③早坂 基生（神 町）
①大滝 萌心（米沢三）
②三浦 晴菜（羽 黒）
③佐藤 美翔（山形十）
①佐藤ゆずか（酒田六）
②松浦 百愛（東根三）
③大滝 萌心（米沢三）
①松浦 百愛（東根三）
②大貫 愛花（東根一）
③増川
綾（金 井）
①松浦 百愛（東根三）
②島扇 海生（米沢四）
③小松 栞緒（酒田四）

２７”８８
２８”６９
２８”７２
２７”４３
２７”４７
２８”０５
２７”１６
２８”７６
２８”８６
２８”０２
２８”７２
２８”９０
２７”６９
２８”１９
２８”４９
２８”０６
２８”１８
２８”４４
２７”５８
２８”４０
２８”４２
２６”７７
２８”５７
２８”９５

【女子１００ｍ】
平２１ ①渋井 柚実（日大中）１’００”４９
②加地明日香（米沢四）１’００”８９
③小池萌菜未（鶴岡一）１’０１”１１
平２２ ①渋井 柚実（日大中）
５９”７８
②小池萌菜未（鶴岡一）１’００”８５
③小神 美菜（高 楯）１’０１”７７
平２３ ①渋井 柚実（日大中）
５８”７８
②五十嵐 悠（鶴岡五）１’０２”３２
③村形 美緒（天童一）１’０２”８９
平２４ ①荘司菜々子（上山北）１’０１”７１
②歌川 朋美（酒田六）１’０２”６０
③土屋 楓子（白鷹西）１’０３”１３
平２５ ①荘司菜々子（上山北）
５９”４５
②五十嵐 悠（鶴岡五）
５９”６０
③土屋 楓子（白鷹西）１’０１”５６
平２６ ①荘司菜々子（上山北）
５９”６６
②田畑 麗羅（酒田三）１’０２”４２
③設楽ひかる（山形二）１’０２”６２
平２７ ①大滝 萌心（米沢三）１’０１”２８
②齋藤 実来（大石田）１’０１”７１
③佐藤
麗（楯 岡）１’０２”６１
平２８ ①大滝 萌心（米沢三）１’００”４１
②三浦 晴菜（羽 黒）１’０１”０５
③渡会 日菜（鶴岡四）１’０１”１２
平２９ ①加藤 優奈（天童四）１’００”４６
②佐藤ゆずか（酒田六）１’００”８９
③渡会 日菜（鶴岡四）１’０１”６３
平３０ ①松浦 百愛（東根三）
５９”９８
②増川
綾（金 井）１’０２”６６
③髙橋 花音（米沢六）１’０３”１４
令０１ ①松浦 百愛（東根三）
５８”５１
②島扇 海生（米沢四）１’０１”６８
③疋田きらり（鶴岡三）１’０２”５９
【女子２００ｍ】
平２１ ①冨樫 郷子（鶴岡一）２’１１”６９
②明日
希（山 辺）２’１２”０６
③高内 若菜（山形四）２’１２”６６
平２２ ①渋井 柚実（日大中）２’０９”２７
②安達 雪鈴（山形五）２’１０”１７
③高内 若菜（山形四）２’１０”６０
平２３ ①長谷川 鼓（鶴岡三）２’０６”１１
②髙内 若菜（山形四）２’１０”９６
③村形 美緒（天童一）２’１３”０２
平２４ ①五十嵐 悠（鶴岡五）２’１１”３３
②矢萩
晴（山形五）２’１２”０２
③門脇 和奏（鶴岡三）２’１４”９２
平２５ ①矢萩
晴（山形五）２’１０”１１
②齋藤 夕綺（鶴岡一）２’１０”７８
③高橋
梓（山形二）２’１１”５１
平２６ ①田嶋 美紗（山形六）２’１４”３４
②橋本のぞみ（米沢二）２’１４”８６
③菊地 夢乃（天童一）２’１５”２８
平２７ ①東海林のん（山形二）２’０９”０３

平２８
平２９
平３０
令０１

②高橋 千夏（山形二）２’１２”５６
③齋藤 実来（大石田）２’１３”２０
①渡会 日菜（鶴岡四）２’１２”０５
②佐藤
麗（楯 岡）２’１２”０９
③本間 美優（東根一）２’１３”９１
①髙橋 結生（長井南）２’１１”９６
②渡会 日菜（鶴岡四）２’１１”９７
③齋藤 遙奈（綾 南）２’１３”０５
①佐藤 心愛（酒田一）２’１４”７１
②若木 優奈（河 北）２’１８”３４
③斉藤 海色（綾 南）２’１８”４４
①引田きらり（鶴岡三）２’１５”６４
②斉藤 海色（八 向）２’１６”０９
③佐藤 心愛（酒田一）２’１７”０８

【女子４００ｍ】
平２１ ①齋藤
揺（藤 島）４’３５”９４
②安達 雪鈴（山形五）４’３８”３１
③長谷川 鼓（鶴岡三）４’３８”９６
平２２ ①長谷川 鼓（鶴岡三）４’２７”９２
②安達 雪鈴（山形五）４’２９”５９
③松本さとみ（上山北）４’４０”１６
平２３ ①長谷川 鼓（鶴岡三）４’２２”５１
②髙内 若菜（山形四）４’２９”９８
③黒田 莉央（米沢三）４’３６”２６
平２４ ①五十嵐 悠（鶴岡五）４’３５”７８
②矢萩
晴（山形五）４’３９”５７
③門脇 実紅（余 目）４’４０”０８
平２５ ①縄
怜奈（天童二）４’２５”９７
②矢萩
晴（山形五）４’３６”３５
③高橋
梓（山形二）４’３６”７０
平２６ ①縄
怜奈（天童二）４’２２”０６
②大塲 妃優（遊 佐）４’３２”４９
③東海林のん（山形二）４’３３”８５
平２７ ①大塲 妃優（遊 佐）４’３０”１３
②東海林のん（山形二）４’３６”７７
③田代
光（酒田二）４’４１”８５
平２８ ①小野
雅（羽 黒）４’３８”７４
②本間 美優（東根一）４’３８”９９
③佐藤
麗（楯 岡）４’４１”８９
平２９ ①本間 美優（東根一）４’３４”０４
②小野
雅（羽 黒）４’３６”２７
③渡邉
杏（鶴岡一）４’４０”６４
平３０ ①髙橋 未有（鶴岡三）４’３８”４１
②髙橋 海鈴（鶴岡四）４’３９”７６
③佐藤 心愛（酒田一）４’４３”４０
令０１ ①遠藤 咲来（米沢二）４’３９”３３
②髙橋 美羽（東根一）４’４４”６７
③大倉 愛梨（余 目）４’４４”７０
【女子８００ｍ】
平２１ ①齋藤
瑶（藤島中）
②長谷川 鼓（鶴岡三）
③安達 雪鈴（山形五）
平２２ ①長谷川 鼓（鶴岡三）
②松本さとみ（上山北）
③菅原 千尋（鶴岡二）
平２３ ①黒田 莉央（米沢三）
②松本さとみ（上山北）
③須藤 由菜（鶴岡一）
平２４ ①門脇 実紅（余 目）
②田畑 藍羅（酒田三）
③武田 幸奈（金 井）
平２５ ①縄
怜奈（天童二）
②齋藤 実来（大石田）
③田畑 麗羅（酒田三）
平２６ ①縄
怜奈（天童二）
②大塲 妃優（遊 佐）
③東海林のん（山形二）
平２７ ①大塲 妃優（遊 佐）
②石川 優花（米沢六）
③遠藤 乃亜（天童一）
平２８ ①小野
雅（羽 黒）
②髙橋 結生（長井南）
③遠藤 乃亜（天童一）
平２９ ①本間 美優（東根一）
②小野
雅（羽 黒）
③井上 萌々（山形一）
平３０ ①髙橋 美羽（東根一）
②大倉 愛梨（余 目）

９’２８”３６
９’２８”８８
９’３７”９１
９’０８”８２
９’３１”９６
９’３９”９６
９’２６”７２
９’２９”９９
９’３７”３７
９’４３”８３
９’５０”３１
９’５３”１２
９’０２”１８
９’３７”３１
９’４８”８３
９’０３”４２
９’２０”３１
９’２５”６６
９’１１”１２
９’３６”４３
９’４１”６５
９’３３”７５
９’３４”４３
９’４７”２６
９’１７”９９
９’３２”８４
９’４５”４３
９’５４”９５
９’５４”９６
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③尾形
①大倉
②遠藤
③髙橋

綺音（米沢四）
愛梨（余 目）
咲来（米沢二）
美羽（東根一）

９’５９”６９
９’３４”９０
９’３５”３９
９’４７”６１

背泳ぎ
【女子１００ｍ】
平２１ ①西脇 怜奈（鶴岡一）１’０８”７４
②佐藤 花菜（余 目）１’１０”１３
③藤倉 玲奈（米沢四）１’１０”９４
平２２ ①西脇 怜奈（鶴岡一）１’０４”９７
②古林 毬菜（山形六）１’０７”６９
③藤井 麻鈴（鶴岡三）１’１１”６７
平２３ ①古林 毬菜（山形六）１’０５”９０
②千葉 美優（天童四）１’０９”８７
③中野 まよ（高 楯）１’０９”９４
平２４ ①古林 毬菜（山形六）１’０４”６５
②須藤 美里（天童四）１’０６”５２
③千葉 美優（天童四）１’０８”８２
平２５ ①須藤 美里（天童四）１’０３”８８
②川瀨陽菜乃（上山北）１’０８”６６
③横山 晴菜（山形十）１’０９”７６
平２６ ①川瀨陽菜乃（上山北）１’０８”６８
②高梨由佳理（天童二）１’０９”３３
③後藤 暖野（山大附）１’０９”９０
平２７ ①石川 芽生（鶴岡一）１’０７”５０
②高梨由佳理（天童二）１’０７”８５
③高世 愛夏（長井南）１’０８”８０
平２８ ①山本 紗香（山形九）１’０７”６４
②松浦 心叶（東根三）１’０８”６０
③加藤 優奈（天童四）１’０９”１７
平２９ ①小野 愛夏（山形九）１’０８”４２
②山本 紗香（山形九）１’０８”５６
③髙世 愛夏（長井南）１’１０”２７
平３０ ①長岡 愛海（山形五）１’０８”１０
②山口 千乃（山形二）１’０８”５０
③小野 真愛（山形九）１’０８”５６
令０１ ①長岡 愛海（山形五）１’０４”６１
②佐藤 蒼依（鶴岡五）１’１１”８８
③遠藤
凜（陵 東）１’１２”４２
【女子２００ｍ】
平２１ ①西脇 怜奈（鶴岡一）２’２６”６２
②藤倉 玲奈（米沢四）２’２９”２２
③佐藤 花菜（余 目）２’３２”１４
平２２ ①西脇 怜奈（鶴岡一）２’１６”８８
②古林 毬菜（山形六）２’２３”８４
③中野 まよ（高 楯）２’３３”０４
平２３ ①西脇 怜奈（鶴岡一）２’１６”１５
②古林 毬菜（山形六）２’２１”５９
③千葉 美優（天童四）２’２７”３４
平２４ ①古林 鞠菜（山形六）２’１８”９７
②須藤 美里（天童四）２’２４”６１
③千葉 美優（天童四）２’２７”２７
平２５ ①須藤 美里（天童四）２’１６”４２
②川瀨陽菜乃（上山北）２’２６”６３
③横山 晴菜（山形十）２’３０”１７
平２６ ①石川 芽生（鶴岡一）２’２７”２１
②川瀨陽菜乃（上山北）２’２７”９６
③後藤 暖野（山大附）２’２９”５１
平２７ ①石川 芽生（鶴岡一）２’２１”７５
②三浦 雪花（羽 黒）２’２６”５９
③高梨由佳理（天童二）２’２７”３１
平２８ ①山本 紗香（山形九）２’２５”４２
②加藤 優奈（天童四）２’２８”０８
③髙橋 恵子（酒田二）２’３０”５２
平２９ ①加藤 優奈（天童四）２’２３”６４
②小野 真愛（山形九）２’２６”４９
③髙世 愛夏（酒田二）２’２７”９５
平３０ ①小野 真愛（山形九）２’２４”５６
②髙橋 海鈴（鶴岡四）２’２５”３５
③島田ひかる（長井南）２’３０”４８
令０１ ①長岡 愛海（山形五）２’２１”０５
②遠藤
凜（陵 東）２’３２”５８
③佐藤 蒼依（鶴岡五）２’３３”０３
平泳ぎ
【女子１００ｍ】
平２１ ①土田 成美（陵
②齋藤亜彩美（陵

東）１’１６”０９
南）１’１６”６５

平２２
平２３
平２４
平２５
平２６
平２７
平２８
平２９
平３０
令０１

③池田なつ美（山形十）１’１７”１６
①渡部 愛咲（鶴岡二）１’１７”１１
②齋藤亜彩美（陵 南）１’１７”２０
③金内
茜（酒田五）１’１９”５７
①渡部 愛咲（鶴岡二）１’１４”７８
②工藤 菜々（天童三）１’１５”６３
③難波 颯紀（鶴岡三）１’１５”８７
①渡部 愛咲（鶴岡二）１’１４”９４
②工藤 菜々（天童三）１’１５”２５
③横山 有花（酒田二）１’１５”５６
①工藤 菜々（天童三）１’１３”１４
②會田 莉子（山形六）１’１５”３４
③横山 有花（酒田二）１’１７”９４
①土門ひかる（酒田二）１’１５”７４
②坂田冴弥香（米沢一）１’１７”６９
③菊地 夢乃（天童一）１’１７”８８
①佐藤 里奈（山形一）１’１６”６５
②菊地 夢乃（天童一）１’１６”８４
③我妻 汐音（米沢一）１’１７”８９
①赤塚 紅葉（酒田六）１’１７”２９
②我妻 汐音（米沢一）１’１７”７２
③土田 瑞季（酒田一）１’１９”６０
①早坂 永亜（酒田二）１’１５”２７
②小原希々颯（天童一）１’１７”６９
③安達
愛（綾 南）１’１９”６４
①早坂 永亜（酒田二）１’１５”１９
②安達
愛（陵 南）１’１７”３６
③松岡 奈優（酒田一）１’１９”７２
①佐藤 凛愛（酒田一）１’１７”３１
②佐藤
雫（酒田二）１’１７”９６
③後藤 美紀（余 目）１’１９”０５

【女子２００ｍ】
平２１ ①齋藤亜彩美（陵 南）２’４３”０６
②池田なつ美（山形十）２’４４”６９
③土田 成美（陵 東）２’４５”１６
平２２ ①渡部 愛咲（鶴岡二）２’４３”１２
②難波 颯紀（鶴岡三）２’４６”７７
③金内
茜（酒田五）２’４７”２１
平２３ ①渡部 愛咲（鶴岡二）２’３９”２３
②難波 颯紀（鶴岡三）２’４０”２７
③金内
茜（酒田一）２’４１”１３
平２４ ①工藤 菜々（天童三）２’３９”４８
②難波 颯紀（鶴岡三）２’４１”０３
③後藤 里奈（山形一）２’４６”１４
平２５ ①工藤 菜々（天童三）２’３８”００
②會田 莉子（山形六）２’４４”１２
③土門ひかる（酒田二）２’４５”７１
平２６ ①坂田冴弥香（米沢一）２’４１”３８
②土門ひかる（酒田二）２’４２”０６
③佐藤 里奈（山形一）２’４６”１６
平２７ ①菊地 夢乃（天童一）２’４０”３１
②佐藤 里奈（山形一）２’４３”３４
③我妻 汐音（米沢一）２’４４”６５
平２８ ①赤塚 紅葉（酒田六）２’４１”２１
②我妻 汐音（米沢一）２’４７”８９
③土田 瑞季（酒田一）２’４９”６９
平２９ ①早坂 永亜（酒田二）２’４０”５８
②小原希々颯（天童一）２’４３”３４
③安達
愛（陵 南）２’４８”１７
平３０ ①早坂 永亜（酒田二）２’４３”９０
②安達
愛（陵 南）２’４５”５６
③松岡 奈優（酒田一）２’４６”５４
令０１ ①佐藤 凛愛（酒田一）２’４５”０６
②寺島 香凜（蔵王一）２’５０”４７
③佐藤
雫（酒田二）２’５０”９３
バタフライ
【女子１００ｍ】
平２１ ①横川 朝咲（山形一）１’０２”７８
②馬場
茜（鶴岡三）１’０３”８２
③齋藤 綾香（鶴岡三）１’０７”８８
平２２ ①加地明日香（米沢四）１’０３”９６
②馬場
茜（鶴岡三）１’０３”９９
③横川 朝咲（山形一）１’０５”６５
平２３ ①中村美智子（長井北）１’０５”８７
②島田 智子（長井南）１’０６”５９
③長南菜々花（立 川）１’０８”６７
平２４ ①島田 智子（長井南）１’０５”４６
②丸子 紗奈（山形七）１’０６”６２

平２５
平２６
平２７
平２８
平２９
平３０
令０１

③齋藤 夕綺（鶴岡一）１’０６”８２
①齋藤
雅（綾 東）１’０５”０４
②小笠原琴葉（長井北）１’０６”１９
③土門ひかる（酒田二）１’０７”２４
①齋藤
雅（綾 東）１’０５”３３
②小笠原琴葉（長井北）１’０５”４２
③佐藤 里奈（山形一）１’０７”８９
①三浦 雪花（羽 黒）１’０５”８３
②五戸 結華（鶴岡一）１’０６”００
③小笠原琴葉（長井北）１’０６”０５
①関
琴音（天童一）１’０５”０６
②安食 理加（天童三）１’０５”８７
③渡辺 紗夜（陵 東）１’０７”２３
①関
琴音（天童一）１’０３”９６
②後藤 未来（酒田一）１’０６”１０
③堀米 玲菜（河 北）１’０６”１１
①後藤 来未（酒田一）１’０５”３２
②青柳 南渚（葉 山）１’０８”９２
③小松 茉緒（酒田四）１’０９”１３
①松坂 星夏（天童四）１’０２”９４
②後藤 未来（酒田一）１’０３”５４
③小松 茉緒（酒田四）１’０６”３７

【女子２００ｍ】
平２１ ①横川 朝咲（山形一）２’２０”１５
②馬場
茜（鶴岡三）２’２２”４８
③荒木 彩佳（山形三）２’３１”３７
平２２ ①馬場
茜（鶴岡三）２’２０”８１
②横川 朝咲（山形一）２’２１”３９
③堀 芙美奈（金 井）２’２７”６８
平２３ ①板垣 知穂（鶴岡一）２’２８”７０
②中村美智子（長井北）２’３０”１３
③島田 智子（長井南）２’３１”４３
平２４ ①縄
怜奈（天童二）２’２１”９６
②板垣 知穂（鶴岡一）２’２４”５８
③齋藤 夕綺（鶴岡一）２’２５”３２
平２５ ①齋藤
雅（綾 東）２’２０”０１
②板垣 知穂（鶴岡一）２’２３”７８
③中村
薫（長井北）２’２７”６９
平２６ ①齋藤
雅（綾 東）２’２０”１０
②小笠原琴葉（長井北）２’２６”７７
③安食 琳加（天童三）２’２９”４９
平２７ ①小池
和（鶴岡一）２’２３”５８
②五戸 結華（鶴岡一）２’２５”５３
③田代
光（酒田二）２’２６”９３
平２８ ①関
琴音（天童一）２’１９”４５
②渡辺 紗夜（陵 東）２’２６”２３
③安食 理加（天童三）２’２６”７５
平２９ ①関
琴音（天童一）２’２０”２３
②堀米 玲菜（河 北）２’２４”１６
③安食 理加（天童三）２’２４”９８
平３０ ①髙山 未有（鶴岡三）２’２４”５４
②後藤 来未（酒田一）２’２４”８９
③青柳 南渚（葉 山）２’３０”８１
令０１ ①松坂 星夏（天童四）２’１７”４５
②後藤 来未（酒田一）２’２６”９８
③安野
憧（鶴岡四）２’２８”６６
個人メドレー
【女子２００ｍ】
平２１ ①長南菜々花（立 川）２’３１”１９
②菅原 千尋（鶴岡二）２’３２”９２
③笹原 那奈（酒田三）２’３３”１９
平２２ ①笹原 那奈（酒田三）２’３０”７８
②菅原 千尋（鶴岡二）２’３３”１６
③高橋 知邑（鶴岡一）２’３３”９４
平２３ ①西脇 怜奈（鶴岡一）２’１８”３４
②須藤 美里（天童四）２’３０”６３
③川村亜里沙（山形二）２’３０”９９
平２４ ①縄
怜奈（天童二）２’２３”５５
②難波 楓紀（酒田三）２’２５”７０
③田畑 麗羅（酒田三）２’３１”６９
平２５ ①東海林のん（山形二）２’２９”７２
②西脇 雪那（鶴岡一）２’３３”１２
③山科このみ（羽 黒）２’３４”６０
平２６ ①齋藤 夕綺（鶴岡一）２’２８”５４
②西脇 雪那（鶴岡一）２’２８”６２
③佐藤 夏希（羽 黒）２’２８”９９
平２７ ①佐藤 夏希（羽 黒）２’２５”３１
②西脇 雪那（鶴岡一）２’２８”１７

平２８
平２９
平３０
令０１

③高橋 千夏（山形二）２’２８”７２
①佐藤 夏希（羽 黒）２’２４”９２
②髙橋 千夏（山形二）２’２７”６９
③宇田映里子（山形二）２’２７”７５
①柴崎ひなた（天童三）２’３０”５０
②髙山 未有（鶴岡三）２’３６”５２
③大沼
稚（陵 東）２’３７”３２
①小原希々颯（天童一）２’２７”３８
②鈴木 依桜（金 井）２’３５”５９
③樋口 綾女（白 鷹）２’３５”９５
①小原希々颯（天童一）２’２２”２６
②栗田 涼香（山形一）２’３１”９８
③大江穂乃佳（金 井）２’３３”４９

【女子４００ｍ】
平２１ ①菅原 千尋（鶴岡二）５’１９”４９
②笹原 那奈（酒田三）５’２１”４７
③石栗 和姫（鶴岡二）５’２２”５１
平２２ ①笹原 那奈（酒田三）５’１４”８１
②高橋 知邑（鶴岡一）５’１９”７９
③齋藤 綾香（鶴岡三）５’２０”２５
平２３ ①山科このみ（羽 黒）５’１８”０７
②鈴木
侑（鶴岡二）５’２４”２９
③仲条明日香（酒田六）５’２４”３２
平２４ ①山科このみ（羽 黒）５’１８”５７
②平塚 友菜（酒田一）５’２６”９６
③仲条明日香（酒田六）５’３２”１２
平２５ ①東海林のん（山形二）５’１４”３０
②川村亜悠美（山形二）５’１８”３５
③西脇 雪那（鶴岡一）５’２２”０４
平２６ ①西脇 雪那（鶴岡一）５’０９”３０
②齋藤 夕綺（鶴岡一）５’０９”８２
③佐藤 夏希（羽 黒）５’１６”６６
平２７ ①佐藤 夏希（羽 黒）５’０３”６１
②西脇 雪那（鶴岡一）５’０９”６９
③佐藤 恵都（天童二）５’１４”０９
平２８ ①佐藤 夏希（羽 黒）５’０３”７７
②髙橋 千夏（山形二）５’０５”３５
③大内 希美（東根三）５’１４”１５
平２９ ①髙橋 千夏（山形二）５’１１”３３
②渡邉
杏（鶴岡一）５’１８”５１
③大沼
稚（陵 東）５’２８”９６
平３０ ①小原希乃颯（天童一）５’０８”６９
②奥山 乃葵（陵 南）５’３４”３２
③渡辺 希笑（陵 東）５’３４”８５
令０１ ①小原希乃颯（天童一）５’００”４６
②栗田 涼香（山形一）５’２２”９４
③佐藤 美月（鶴岡三）５’２７”２４
フリーリレー
【女子４×１００ｍ】
平２１ ①横川 佐藤 會田 井幡
②長谷川齋藤 馬場 藤井
③縄
鈴木 大沼 伊藤
平２２ ①西脇 岸
高橋 小池
②齋藤 藤井 馬場 長谷川
③安達 渡部 島貫 豊田
平２３ ①齋藤 門脇 難波 長谷川
②西脇 須藤 小南 板垣
③佐藤 松浦 後藤 佐藤
平２４ ①渡邊 高橋 設楽 川村
②水口 齋藤 小池 板垣
③縄
鈴木 伊藤 小座間
平２５ ①東海林川村 設楽 高橋
②水口 齋藤 小池 板垣
③小笠原中村 小松 佐藤
平２６ ①東海林渡邉 設楽 高橋
②水口 小池 西脇 齋藤
③高橋 田代好田代光土門
平２７ ①三浦 佐藤 小野 三浦
②石川 小池 五戸 西脇
③田代光高橋 田代好土門
平２８ ①佐藤 小野 渡部 三浦
②佐藤 前田 赤塚 仁平
③佐藤 荒木 髙橋 田代
平２９ ①佐藤 加藤 前田 仁平
②髙橋 赤間 髙世 島田
③加藤 東海林渡部 篠原
平３０ ①疋田 疋田 後藤 髙山
②後藤 佐藤 玉川 松岡

（山形一）４’１７”６８
（鶴岡三）４’１７”７５
（天童二）４”２２”５７
（鶴岡一）４’０９”２３
（鶴岡三）４’１０”２７
（山形五）４”１４”１５
（鶴岡三）４’０８”５２
（鶴岡一）４’１７”２３
（山形一）４”１８”９８
（山形二）４’１７”１３
（鶴岡一）４’２０”６２
（山形一）４”２２”２３
（山形二）４’０７”８８
（鶴岡一）４’１３”６１
（長井北）４”１４”０７
（山形二）４’１０”２４
（鶴岡一）４’１４”７１
（酒田二）４”１５”７２
（羽 黒）４’１０”１０
（鶴岡一）４’１４”７７
（酒田二）４”１５”２８
（羽 黒）４’１１”３８
（酒田六）４’１５”４９
（酒田二）４”１８”８６
（酒田六）４’１５”３０
（長井南）４’１７”０３
（天童四）４”２０”８５
（鶴岡三）４’１６”２５
（酒田一）４’２１”９２

令０１

③森谷
①後藤
②大江
③長岡

大江
佐藤
荒木
吉田

鈴木
玉川
鈴木
國井

増川
佐藤
池田
冨樫

（金 井）４”２２”０５
（酒田一）４’１６”７８
（金 井）４’１９”４８
（山形五）４”２２”０３

メドレーリレー
【女子４×１００ｍ】
平２１ ①藤井 齋藤 馬場 長谷川 （鶴岡三）４’３５”７４
②西脇 齋藤 小池 冨樫
（鶴岡一）４’３９”５２
③會田 高橋 横川 井幡
（山形一）４’４２”８０
平２２ ①藤井 難波 馬場 長谷川 （鶴岡三）４’３６”１５
②西脇 高橋 小池 岸
（鶴岡一）４’４０”７５
③縄
大沼 鈴木 伊藤
（天童二）４’４５”０４
平２３ ①門脇 難波 長谷川 齋藤 （鶴岡三）４’３８”３５
②佐藤 後藤 小鹿 佐藤
（山形一）４’４８”９９
③松木 小口 島田 元木
（長井南）４’４９”５９
平２４ ①松木 小口 島田 吉田
（長井南）４’５０”０４
②板垣 五十嵐齋藤 水口
（鶴岡一）４’５１”６０
③梅木 田畑 外舘 田畑
（酒田三）４’５７”０８
平２５ ①中村 高橋 小笠原佐藤
（長井北）４’３９”７６
②石川 五十嵐板垣 齋藤
（鶴岡一）４’４２”０４
③渡邉 東海林川村 設楽
（山形二）４’４５”７２
平２６ ①石川 西脇 五戸 齋藤
（鶴岡一）４’３７”４６
②高橋 土門 田代光田代好 （酒田二）４’４１”０２
③小松 高橋 小笠原渡部
（長井北）４’４３”６５
平２７ ①石川 西脇 五戸 小池
（鶴岡一）４’３５”９８
②今田 菊地 関
遠藤
（天童一）４’４３”０７
③三浦 佐藤 小野 三浦
（羽 黒）４’４７”０７
平２８ ①髙橋 早崎 荒木 佐藤
（酒田二）４’４４”５１
②小野 佐藤 三浦 渡部
（羽 黒）４’４６”０３
③柴崎 本間 安食 高橋
（天童三）４’４８”３９
平２９ ①山口 朝倉 高橋 磯井
（山形二）４’４７”８６
②大崎 小原 関
青柳
（天童一）４’４９”８３
③加藤 渡部 東海林篠原
（天童四）４’５３”６６
平３０ ①後藤 松岡 佐藤 佐藤
（酒田一）４’４９”９８
②後藤 疋田 髙山 疋田
（鶴岡三）４’５２”３４
③遠藤 遠藤 渡辺 芳賀
（陵 東）４’５８”３９
令０１ ①後藤 佐藤凜 佐藤心 玉川（酒田一）４’４１”９０
②長岡 水野 冨樫 國井
（山形五）４’５０”２７
③遠藤凜 小野 鍋島 遠藤暖（陵 東）４’５７”０５
女子総合
平２１ ①鶴岡一（
平２２ ①鶴岡三（
平２３ ①鶴岡三（
平２４ ①鶴岡一（
平２５ ①山形二（
平２６ ①鶴岡一（
平２７ ①鶴岡一（
平２８ ①羽 黒（
平２９ ①天童四（
平３０ ①酒田一（
令０１ ①酒田一（

８３）②鶴岡三（
８７）②鶴岡一（
７１）②鶴岡一（
５３）②山形二（
８２）②鶴岡一（
７９）②山形二（
８６）②羽 黒（
７６）②酒田二（
５８）②長井南（
８０）②鶴岡三（
８２）②山形五（

８１）③山形一（
８７）③山形二（
５１）③山形一（
５３）③酒田三（
６５）③長井北（
６０）③酒田二（
５９）③酒田二（
６２）③酒田六（
５７）③山形二（
５４）③金 井（
５２）③陵 東（

５５）
４８）
３９）
４６）
６１）
４７）
５４）
４９）
５３）
４７）
４１）

