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平成１９年度  第３５回　田川地区陸上競技選手権大会 決勝一覧表

平成１９年６月２４日(日)

鶴岡市小真木原陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

24日 １００ｍ 松田　旬一 11.01 矢内　駿平　３ 11.24 佐藤　優太朗２ 11.34 堀　　愛彦 11.40 高坂　隆司 11.49 齋藤　友則　３ 11.62 阿部　拓馬 11.71

風:+0.5 高畠ワイン 鶴岡中央 鶴岡中央 酒田AC 酒田AC 鶴岡中央 西村山陸協

24日 ２００ｍ 樋浦　祥平　２ 23.47 遠藤　優希　２ 23.54 金子　瑛介　１ 23.59 高橋　良太　１ 23.93 松浦　　拓　２ 24.65

風:-0.2 鶴岡工業 米沢六中 鶴岡中央 山大医学部 鶴岡工業

24日 ４００ｍ 高橋　良太　１ 52.06 弁納　琢磨　２ 52.52 萩原　仁志　３ 52.83 坂野　勇夢　３ 54.42 川上　剛史　３ 55.25 渡部　　悟　1 64.92

山大医学部 鶴岡中央 高畠 高畠 鶴岡中央 羽黒

24日 ８００ｍ 秋葉　雄二　４  2:09.01 大川　文也　２  2:14.42 小野寺　洋介３  2:16.93

霞城学園 羽黒 鶴岡高専

24日 １５００ｍ 皆川　明夫  4:08.22 秋葉　雄二　４  4:49.98 小野寺　洋介３  4:50.33 安達　樹厘　３  5:00.39

皆川スポーツ 霞城学園 鶴岡高専 鶴岡高専

24日 ３０００ｍ 梅木　侑介　１  9:16.61 大沼　尚弘　１  9:42.94 小林　  奨　１  9:53.33 齋藤　　翔　１ 10:16.78 梅木　太郎　１ 10:42.70 鈴木　　誠　１ 10:44.46 高橋　和輝　１ 10:49.55

男 鶴岡工業 鶴岡工業 鶴岡工業 羽黒 鶴岡東 鶴岡工業 鶴岡工業

24日 ５０００ｍ 髙橋　竜太　２ 16:07.18 足達　信哉　３ 16:13.42 村田　大将　２ 16:17.97 伊藤　成喜　２ 16:19.87 佐藤　駿行　２ 16:30.07 五十嵐武生　３ 16:43.27 佐藤　　彰　３ 16:51.33 松田　晃文　２ 17:02.30

米沢中央 鶴岡工業 米沢中央 鶴岡工業 鶴岡工業 鶴岡工業 鶴岡工業 鶴岡工業

24日 １１０ｍＨ 出場者　なし

風:

24日 ４００ｍＨ 萩原　仁志　３ 60.30 髙橋　迪俊　２ 64.29

高畠 鶴岡中央

24日 ３０００ｍＳＣ 井上　和樹　３  9:59.14 島軒　正陽　２ 10:06.00 猪股　　理 10:14.64 齋藤　伴和 10:29.06 菅野　駿之介２ 11:02.22 和田　信二　２ 11:06.25

高畠 米沢中央 新庄地区陸協 新庄地区陸協 米沢中央 鶴岡中央

24日 ４×１００ｍ 鶴岡中央 43.72 鶴岡工業Ａ 44.44 鶴岡高専 46.02 鶴岡工業Ｂ 50.56

   矢内　駿平　３    樋浦　祥平　２    石川　雅浩　５    髙橋　　亨　１

   佐藤　優太朗２    渡部　貴之　２    長谷川　卓洋１    志田　壮慶　１

   弁納　琢磨　２    渋谷　満徳　２    井澤　祐輔　２    佐藤　　司　１

   金子　瑛介　１    斎藤　隼希　２    佐藤　雄治　２    本間　嵩朗　１

24日 ４×４００ｍ 鶴岡高専  3:44.78

   佐藤　雄治　２

   井澤　祐輔　２

   山本　悠貴　２

   水口　智貴　３

24日 走高跳 佐々木　亮 1m80 佐藤　　司　１ 1m50

酒田AC 鶴岡工業

24日 走幅跳 山本　達也   6m85 砂田　　徹   6m31 平田　壮大　３   6m08 長谷川　卓洋１   5m26 難波　豪生　１   4m58

西村山陸協+1.6 西村山陸協+1.7 米沢中央+0.4 鶴岡高専+0.3 鶴岡工業 0.0

子 24日 三段跳 佐々木　亮  13m10 齋藤　　脩  12m54 山内　浩彰  12m54

酒田AC-0.2 酒田AC+0.6 酒田AC+1.1

24日 砲丸投(7.260kg) 難波　久彦  11m18 矢花　武史　３   6m69

鶴岡市陸協 山大医学部

24日 砲丸投(6.000kg) 菅原　　亮　２   9m30 荒瀬　和成　１   8m63 井澤　祐輔　２   8m45 山本　悠貴　２   8m11 五十嵐　太一１   7m82 白幡　良太　１   7m81

鶴岡工業 鶴岡中央 鶴岡高専 鶴岡高専 鶴岡中央 鶴岡工業

24日 円盤投(2.000kg) 棚橋ﾛｼﾞｪｰﾘｵ  35m57 難波　久彦  29m77 志賀　由己浩６  28m29 大竹　邦拓　２  24m92 矢花　武史　３  20m93

西村山陸協 鶴岡市陸協 山大医学部 山大医学部 山大医学部

24日 円盤投(1.500kg) 大塚　　到　３  36m79

米沢中央

24日 ハンマー投(7.260kg) 志賀　由己浩６  38m33 難波　久彦  37m13 大竹　邦拓　２  28m27 矢花　武史　３  26m72 石川　太郎　１  14m51

山大医学部 鶴岡市陸協 山大医学部 山大医学部 山大医学部

24日 やり投 佐藤　雄治　２  47m79 叶野　大地　３  47m29 三田村　卓　３  43m62 井澤　祐輔　２  42m01 山平　　涼　１  41m16 五十嵐　隼　１  35m33 大竹　邦拓　２  35m09 志賀　由己浩６  34m75

鶴岡高専 鶴岡工業 鶴岡高専 鶴岡高専 米沢中央 鶴岡工業 山大医学部 山大医学部
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平成１９年度  第３５回　田川地区陸上競技選手権大会 決勝一覧表

平成１９年６月２４日(日)

鶴岡市小真木原陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

24日 １００ｍ 出場者　なし

風:

24日 ２００ｍ 榎本　あずさ２ 27.80 川井　奈津美１ 28.59 齋藤　有里　２ 28.85 草島　　梓　１ 29.15

風:-0.2 鶴岡中央 鶴岡中央 鶴岡中央 鶴岡中央

24日 ４００ｍ 齋藤　有里　２ 65.59 菅原　さゆり２ 65.80 本間　菜緒　１ 80.74

鶴岡中央 鶴岡中央 鶴岡東

24日 ８００ｍ 池田　　響　１  2:32.45 阿部　希望　１  2:35.25

鶴岡北 鶴岡北

24日 １５００ｍ 出場者　なし

女

24日 １００ｍＨ 川井　奈津美１ 19.96 足達　　好　１ 24.67

風:-0.4 鶴岡中央 鶴岡中央

24日 ４×１００ｍ 鶴岡中央 53.99

   榎本　あずさ２

   川井　奈津美１

   齋藤　有里　２

   菅原　さゆり２

24日 走高跳 出場者　なし

子 24日 走幅跳 渋谷　美保　３   4m57 板垣　美菜　１   4m33 足達　　好　１   4m18

鶴岡高専-0.6 鶴岡中央+1.0 鶴岡中央+0.1

24日 砲丸投(4.000kg) 星野　彩佳　１   8m64 板垣　美菜　１   7m99 金子　友紀　１   6m67 大熊　麻友　１   6m55

米沢中央 鶴岡中央 米沢中央 米沢中央

24日 円盤投(1.000kg) 小林　春華　３  39m67

鶴岡北

24日 やり投 安部　朝美　２  29m89 大井　杏那　３  24m78 官　亜莉沙　１  23m95 菅野　友美　１  21m96 井上　奈々恵１  20m66

米沢中央 鶴岡高専 米沢中央 米沢中央 米沢中央


