
 

 

山形陸上競技協会 

第１７回強化記録会 
兼 第６３回国民体育大会陸上競技成年の部予選会 

記 録 集 
 

期日 平成２０年６月２１日（土） 

場所 ＮＤソフトスタジアム山形 

主催 山形陸上競技協会 

主管 天童市陸上競技協会・山形市陸上競技協会 

   村山地区・最北地区高体連陸上競技専門部 

大会コード 08 06 0302   競技場コード 061030 
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山形陸上競技協会 第１７回強化記録会 

兼 成年の部 国体予選会 
 

 

総     務 安孫子 元春 

トラック競技審判長 鬼海  博行 

跳躍競技審判長 八矢  俊男 

投擲競技審判長 金田 栄一郎 

記 録 主 任 佐藤  正寿 
 

《新記録等一覧》 

  なし 

 

 

グランド・コンディション

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度% 風向 風速 m/s 場所
08/06/21 9:00 晴れ 28.0 70.0 北  1.3 競技場

10:00 晴れ 29.5 65.0 北  1.2
11:00 晴れ 30.0 62.0 北  2.0
12:00 晴れ 32.0 58.0 北北東 1.4
13:00 晴れ 31.5 60.0 北  1.2
14:00 晴れ 31.5 57.0 南南東 1.6
15:00 曇り 31.0 60.0 南南東 3.0
16:00 雨 29.0 64.0 東  1.3
17:00 晴れ 29.0 68.0 北北西 1.6



山形陸上競技協会　第１７回強化記録会 決勝一覧表
兼　成年の部国体予選会 平成２０年６月２１日(土)

ＮＤソフトスタジアム山形

性別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

21日 ２００ｍ 大木　貴弘 21.36原田　隆弘 21.78梅津　道久 23.19富澤　雄太郎 23.59原田　貴正 23.73渡邉　大介 24.94

風:+1.6 山形ＴＦＣ 山形ＴＦＣ 山大医学部 山形大 東北大 山大医学部

21日 ８００ｍ 大泉　智弘  2:06.07森谷　享平  2:12.77遠藤　正淑  2:20.47

西村山陸協 城西大 山形市陸協

21日 １１０ｍＨ(1.067m) 粟野　祐弥 14.84古川　秀樹 14.86石田　裕嵩 16.20高木　一樹 16.42

風:-0.6 日本体育大 山形ＴＦＣ 山大医学部 山形大

21日 ４００ｍＨ(0.914m) 佐藤　憲明 57.50

北村山陸協

21日 棒高跳 阿部　慎太朗 4m30

日本体育大

21日 走幅跳 熊沢　聡史   6m76佐藤　幸太郎   6m58児玉　悠斗   6m01

山形ＴＦＣ +1.8 仙台大 +1.9 山形大 -0.9

21日 砲丸投(7.260kg) 出場者なし

21日 円盤投(2.000kg) 飯沢　一希  35m46

仙台大

21日 ハンマー投(7.260kg) 実施せず

21日 ２００ｍ 伊藤　綾音 25.95

風:+0.5 仙台大

21日 ８００ｍ 熊坂　香織  2:13.11長沢　清佳  2:14.18菊地　和世  2:25.38佐直　菜津美  2:28.81佐藤　満美子  2:37.72

ｽﾎﾟｰﾂ山形21 福島大 山形大 宮城学女大 山形大

21日 ５０００ｍ 植村　紗希 18:23.84小松原　真実 19:08.58

東北福祉大 東北福祉大

21日 １００ｍＨ(0.840m) 出場者なし

風:

21日 ４００ｍＨ(0.762m) 武田　千尋  1:07.14

山形大

21日 走高跳 山口　あゆみ 1m60

山形大

21日 棒高跳 出場者１名（記録なし）

21日 走幅跳 鈴木　　愛   5m35

仙台大 +0.5

21日 円盤投(1.000kg) 小林　春華  36m46宗形　麻美  18m37

山形大 山大医学部

21日 ハンマー投(4.000kg) 実施せず

男
　
　
　
子

女
　
　
　
子
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男子 成年  ８００ｍ 決勝                 6月21日 12:57

山形県記録　　　　1:51.18　　松田　慎太郎　(東海大山形)　　　2004
県選手権標準記録　2:02.00

決勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  34212大泉　智弘      西村山陸協  2:06.07

ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ     
  2  43793森谷　享平      城西大      2:12.77

ﾓﾘﾔ ｷｮｳﾍｲ       
  3  53863遠藤　正淑      山形市陸協  2:20.47

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ      

男子 成年  ２００ｍ 決勝                 6月21日 14:10

山形県記録　　　　20.78　　奥山　義行　(日本大)　　　1991
県選手権標準記録　23.20

決勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.6

  1  46309大木　貴弘      山形ＴＦＣ    21.36
ｵｵｷ ﾀｶﾋﾛ        

  2  56315原田　隆弘      山形ＴＦＣ    21.78
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ       

  3  7 443梅津　道久      山大医学部    23.19
ｳﾒﾂ ﾐﾁﾋｻ        

  4  3 577富澤　雄太郎    山形大        23.59
ﾄﾐｻﾜ ﾕｳﾀﾛｳ      

  5  2 206原田　貴正      東北大        23.73
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾏｻ       

  6  8 456渡邉　大介      山大医学部    24.94
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ     

  63940結城　智史      東北大           DNF 
ﾕｳｷ ｻﾄｼ         

凡例: DNF: 途中棄権
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男子 成年  ４００ｍＨ(0.914m) 決勝                 6月21日 10:20

山形県記録　　　　　50.80　　沼沢　秀雄　(順大ＯＢ)　　　1986
県選手権標準記録　　59.30

決勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  84429佐藤　憲明      北村山陸協    57.50

ｻﾄｳ ﾉﾘｱｷ        

男子 成年  １１０ｍＨ(1.067m) 決勝                 6月21日 14:25

山形県記録　　　　13.95　　佐藤　　央　(国際武道大)　　　2002
県選手権標準記録　17.20

決勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1  33918粟野　祐弥      日本体育大    14.84
ｱﾜﾉ ﾕｳﾔ         

  2  46305古川　秀樹      山形ＴＦＣ    14.86
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃ゙ｷ       

  3  2 453石田　裕嵩      山大医学部    16.20
ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ       

  4  5 582高木　一樹      山形大        16.42
ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞｷ       

男子 成年  棒高跳 決勝                 6月21日　12:20

山形県記録　　　　　5m40　　今井　　潤　(スポーツ山形21)　　　1999
県選手権標準記録　　3m60

決勝

順位試順No.氏　名 所属 4m304m40記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  13917阿部　慎太朗    日本体育大 xxoxxx4m30

ｱﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ       
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 男子 成年  走幅跳 決勝                 6月21日　 9:40

山形県記録　　　　　7m55　　今野　雅史　(日大山形)　　　1984
県選手権標準記録　　6m40

決勝

順位試順No.氏　名 所属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  26310熊沢　聡史      山形ＴＦＣ  6m76  6m53  ×  6m76

ｸﾏｻﾞﾜ ｻﾄｼ       +1.8-1.8 +1.8
  2  3 171佐藤　幸太郎    仙台大      6m58  6m43  5m98  6m58

ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ       +1.9-2.2+0.4+1.9
  3  1 455児玉　悠斗      山形大      ×  5m60  6m01  6m01

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾄ        -1.8-0.9-0.9

男子 成年  円盤投(2.000kg) 決勝                 6月21日　14:27

山形県記録　　　　49m46　　金井　澄男　(山形中央高教)　　　1986
県選手権標準記録　33m00

決勝

順位試順No.氏　名 所属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  1 472飯沢　一希      仙台大      35m13 35m46 35m46

ｲｲｻﾞﾜ ｶｽ゙ｷ      



 6 

 

女子 成年  ８００ｍ 決勝                 6月21日 13:34

山形県記録　　　　2:09.60　　熊坂　香織　(スポーツ山形21)　　　2007
県選手権標準記録　2:24.00

決勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  86001熊坂　香織      ｽﾎﾟｰﾂ山形21 2:13.11

ｸﾏｻｶ ｶｵﾘ        
  2  71129長沢　清佳      福島大      2:14.18

ﾅｶﾞｻﾜ ｻﾔｶ       
  3  21152菊地　和世      山形大      2:25.38

ｷｸﾁ ｶｽ゙ﾖ        
  4  41221佐直　菜津美    宮城学女大  2:28.81

ｻｼﾞｷ ﾅﾂﾐ        
  5  61158佐藤　満美子    山形大      2:37.72

ｻﾄｳ ﾏﾐｺ         
  31151鈴木　真奈美    山形大     DNS 

ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ        
  51153相馬　亜由      山形大     DNS 

ｿｳﾏ ｱﾕ          

凡例: DNS: 欠　場

女子 成年  ２００ｍ 決勝                 6月21日 14:18

山形県記録　　　　　23.97　　茂木　麻子　(日大山形高)　　　1992
県選手権標準記録　　27.40

決勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5

  1  31168伊藤　綾音      仙台大        25.95
ｲﾄｳ ｱﾔﾈ         

  41154髙橋　　薫      山形大     DNS 
ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ        

  51166池田　　瞳      仙台大     DNS 
ｲｹﾀﾞ ﾋﾄﾐ        

凡例: DNS: 欠　場
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女子 成年  ４００ｍＨ(0.762m) 決勝                 6月21日 10:14

山形県記録　　　　　59.11　　土屋　　恵　(東京学芸大)　　　1995
県選手権標準記録　1:10.30

決勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  41155武田　千尋      山形大     1:07.14

ﾀｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ        

女子 成年  走高跳 決勝                 6月21日　 9:30

山形県記録　　　　1m74　　本間　ゆみ子　(天童市陸協)　　　1992
県選手権標準記録　1m40

決勝

順位試順No.氏　名 所属 1m541m601m65記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  11159山口　あゆみ    山形大    o  xo xxx1m60

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾐ       

女子 成年  ５０００ｍ 決勝                 6月21日 16:28

山形県記録　　　　15:48.71　　熊坂　香織　(スポーツ山形21)　　　2005
県選手権標準記録　18:30.00

決勝

順位ORD.No.氏　名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  11099植村　紗希      東北福祉大 18:23.84

ｳｴﾑﾗ ｻｷ         
  2  21182小松原　真実    東北福祉大 19:08.58

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾐ       
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女子 成年  棒高跳 決勝                 6月21日　10:40

山形県記録　　　　3m60　　宇野　あす賀　(国際武道大)　　　2002
県選手権標準記録　2m50
成年女子普及奨励種目

決勝

順位試順No.氏　名 所属 1m802m002m102m202m302m402m50記録 ｺﾒﾝﾄ
  17192竹村　　彩      筑波大    -  -  -  -  -  -  xxx NM  

ﾀｹﾑﾗ ｱﾔ         

凡例: NM : 記録なし

女子 成年  走幅跳 決勝                 6月21日　14:00

山形県記録　　　　6m19　　池田　久美子　(酒田三中)　　　1995
県選手権標準記録　4m80

決勝

順位試順No.氏　名 所属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  11050鈴木　　愛      仙台大       5m35  ×  ×  5m35

ｽｽﾞｷ ｱｲ         +0.5 +0.5

女子 成年  円盤投(1.000kg) 決勝                 6月21日　14:27

山形県記録　　　　46m12　　横山　千鶴子　(新栄スポーツ)　　　1980
県選手権標準記録　26m00

決勝

順位試順No.氏　名 所属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  21161小林　春華      山形大      36m46  ×  × 36m46

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ       
  2  13979宗形　麻美      山大医学部  16m52 18m37  × 18m37

ﾑﾅｶﾀ ｱｻﾐ        




