
平成29年度全国高等学校総合体育大会

1　開催県・競技数 山形県・宮城県・福島県・和歌山県　　30競技34種目

2　開催期間 平成29年 7月28日(金) ～　8月20日(日)〔一部先行実施競技あり〕

※ 8月17日時点、29競技31種目終了（残るは水泳競技3種目のみ）

3　山形県選手団 男子選手 女子選手

含：マネージャー 含：マネージャー

384(292) 311(245)

（ ）はH28年度

4　入賞成績

順位 競　技　名 学年 性別 記　録

2 女子 23秒98

2 女子 48m76

ソフトテニス 男子

ウエイトリフティング 3 男子 88kg

男子 1分56秒045

男子 2分8秒009

女子 1分55秒927

3 男子 42秒139

男子 45秒300

男子 36秒256

女子 42秒461

男子

女子

3 女子 14秒01

女子

男子 1分39秒879

2 男子 2分28秒258

女子 2分6秒313

男子 42秒391

3 男子 21秒15

2 女子 12秒15

3 女子 59秒63

2 女子 14秒03

女子

男子

女子

ウエイトリフティング 3 男子 酒田光陵 191kg

3 女子 2分27秒700

男子 39秒439

3 女子 49秒209

女子 46秒392

本部役員 監 督 等
合　計

    　　   ／人

7
(5)

158
(126)

860
(668)695 (537)

佐藤友香 谷地

カヤックペア:200m 佐藤友・中村天（谷地Ａ） 谷地

九里学園

53kg級トータル 長谷部達也

カヌー

カヤックシングル:500m 佐藤友香 谷地

カヤックペア:200m 鈴木・戸田（谷地Ａ） 谷地

カヤックシングル:200m

カナディアンフォア:200m 荒木・斎藤・小林・伊藤真 谷地

3位
12

陸上

200m 齋藤諒平 九里学園

100m

都道府県対抗 山形県

登山
団　　　体 村山産業

団　　　体 山形西

青野朱李 山形中央

400mハードル 大城楓奈 山形北

100mハードル 茨木　凜

カヤックフォア:500m 設楽勝・小野・佐藤旭・鈴木（谷地Ａ） 谷地

カナディアンシングル:500m 荒木岳樹 谷地

カヤックペア:500m 佐藤友・中村天（谷地Ａ） 谷地

学校対抗 谷地

学校対抗 谷地

2位
6

陸上
100mハードル 佐藤　和 米沢興譲館

トラック競技学校対抗

カヌー

カヤックペア:500m 設楽勝・小野（谷地Ｂ） 谷地

カナディアンペア:500m 荒木・伊藤真（谷地Ａ） 谷地

カヤックフォア:500m 佐藤友・中村天・吉田・中村静（谷地Ｂ） 谷地
優勝
13

陸上

山形中央

カヌー

カヤックフォア:200m 設楽勝・小野・佐藤旭・鈴木（谷地Ａ） 谷地

カヤックフォア:200m 佐藤友・中村天・吉田・中村静（谷地Ｂ） 谷地

カヤックシングル:200m 佐藤　旭 谷地

カナディアンペア:200m 荒木・伊藤真（谷地Ａ） 谷地

「はばたけ世界へ　南東北総体2017」　山形県選手入賞結果一覧

齋藤真希 鶴岡工業

団　　　体 羽黒

53kg級スナッチ 長谷部達也 酒田光陵

種目等 選 手 名 学校名

200m 青野朱李 山形中央

円盤投

【8月17日 時点】

記者配布資料 

H29.8.18教育庁 
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順位 競　技　名 学年 性別 記　録

陸上 女子 山形中央

3 男子 2分1秒504

男子 1分42秒651

男子 37秒135

陸上 2 男子 山形中央 15m08

卓球 男子 鶴岡東

男子 山形商業

3 男子 山形商業

3 男子 山形商業

3 男子 山形商業

ボクシング 3 男子 新庄神室産業

ホッケー 女子 米沢商業

アーチェリー 照井翔太 2 男子 鶴岡工業

3 女子 2分33秒657

女子 2分13秒736

女子 47秒866

女子 山形中央 46秒21

女子 鶴岡工業

ウエイトリフティング 3 男子 酒田光陵 103kg

男子 40秒028

3 女子 50秒651

陸上 1 女子 14秒35

新体操 3 女子

男子 2分1秒914

3 男子 43秒945

弓道 2 女子 鶴岡中央

男子 2分18秒603

男子 2分11秒909

女子 45秒307

60合　　　　　計 入賞数 （H29目標40、H28入賞数32）

谷地

カナディアンフォア:500m 荒木・斎藤・小林・伊藤真 谷地

カヤックフォア:200m 平泉・奥山・布施・柴田（谷地A） 谷地

谷地

カヤックシングル:200m 鈴木海渡 谷地

8位
4

個人 奥山　舞

カヌー

カナディアンペア:500m 斎藤・小林（谷地Ｂ）

7位
4

100mハードル 阪　希望 山形中央

個人種目別フープ 奥山綺奈 山形北

カヌー
カヤックペア:500m 鈴木・戸田（谷地Ａ）

カヤックペア:200m 設楽勝・小野（谷地Ｂ） 谷地

カヤックシングル:200m 中村天音 谷地

吉田・中村静（谷地Ｂ） 谷地

6位
5

陸上
400mリレー 岡田・青野朱・青野心・酒井

フィールド競技学校対抗

53kg級クリーン＆ジャーク 長谷部達也

カヌー

団　　　体

個人

カヌー

カヤックシングル:500m 中村天音 谷地

カヤックペア:500m 吉田・中村静（谷地Ｂ） 谷地

カヤックペア:200m

個人84kg級 今野港斗

個人96kg級 秋場勇星

フライ級 内構拳斗

戸田・安達・設楽航・伊藤朔（谷地Ｂ） 谷地

5位
12

三段跳 松田　基

団　　　体

レスリング

団　　　体

個人60kg級 池田龍斗

4位
4

学校対抗

カヌー

カヤックシングル:500m 佐藤　旭 谷地

カヤックフォア:500m 戸田・安達・設楽航・伊藤朔（谷地Ｂ） 谷地

カヤックフォア:200m

種目等 選 手 名 学校名
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