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山形陸上競技協会 第２０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 鹿 野 光 正 

フィールド競技審判長 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
09/06/27 9:30 曇り 29.0 52.0 北北西 0.5 競技場

10:00 晴れ 31.5 41.0 西南西 0.6
11:00 晴れ 34.5 34.0 南南西 2.4
12:00 晴れ 36.0 33.0 南西 1.6
13:00 晴れ 37.0 29.0 南南西 1.7
14:00 晴れ 37.0 31.0 南西 1.3
15:00 晴れ 37.5 31.0 南西 1.4
16:00 晴れ 36.5 36.0 北北東 0.5
17:00 晴れ 35.0 41.0 北西 0.7



山形陸上競技協会　第２０回強化記録会 決勝一覧表
兼　成年の部国体予選会 平成２１年６月２７日(土)

山形県あかねヶ丘陸上競技場

性別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

27日 ２００ｍ 鐙谷　　亮　 (1) 23.85坂野　勇夢　(89) 24.72結城  健太　 (1) 24.87鈴木　賢治　 (1) 24.91

風:-3.0 仙台大 米沢市陸協 仙台大 秋田県立大

27日 ８００ｍ 全員欠場

27日 １１０ｍＨ(1.067m) エントリーなし

27日 ４００ｍＨ(0.914m) 鈴木　　豊　 (4) 52.79仲野　健太　 (1) 58.31

山形大 山形大

27日 ３０００ｍＳＣ 菊地　春紀　(85)  9:40.74山口　大陽　(86) 9:41.37齊藤　伴和　(82)  9:56.24熊坂　太郎　(85) 10:11.81

西村山地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協 山形市陸協

27日 ５０００ｍＷ 高橋　憲弘　 (4) 22:43.09大内　康太郎(84)22:43.96石川　洋志　(89) 23:51.82渡邊　　駿　(90) 27:27.06

大阪体育大 日新製薬 南陽東置賜陸協 山形市陸協

27日 棒高跳 エントリーなし

27日 走幅跳 熊沢　聡史　(82)   6m68半澤　宏樹　(86)   6m57佐藤　幸太郎 (3)   6m40尾形　直人　 (1)   6m40山田　哲士　(85)   6m08麻生　　正　(90)   5m80

山形ＴＦＣ +1.8 村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ -0.3 仙台大 +0.5 山形短期大 +1.1 山形ＴＦＣ +2.6 山形市陸協 -0.9

27日 砲丸投(7.260kg) 全員欠場

27日 円盤投(2.000kg) 飯沢　一希　 (2)  37m90西塚　　健　 (1)  33m31

仙台大 国際武道大

27日 ハンマー投(7.260kg) 今野　　亮　 (2)  48m69原田　光暉　 (1)  41m85青柳　　勉　(89)  39m82佐藤　じゅん(73)  36m04

仙台大 国際武道大 村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 山形ＴＦＣ

27日 ２００ｍ 中川　温子　 (1) 28.63

風:-2.4 米沢女子短期大

27日 ８００ｍ 齋藤　　育　(90)  2:42.71

山形市陸協

27日 ５０００ｍ エントリーなし

27日 １００ｍＨ(0.840m) 菊地　　綾　 (1) 16.34

風:-2.9 山形短期大

27日 ４００ｍＨ(0.762m) 齋藤　美里　 (2)  1:07.26

山形大

27日 ５０００ｍＷ エントリーなし

27日 走高跳 山口　あゆみ (3) 1m60大石　香奈美 (3) 1m45佐藤　成美　 (1) 1m45今野　明子　(79) 1m45竹野　春香　 (1) 1m40

山形大 仙台大 米沢女子短期大 山形ＴＦＣ 山形短期大

27日 棒高跳 エントリーなし

27日 走幅跳 鈴木　　愛　 (3)   5m30

仙台大 -0.1

27日 円盤投(1.000kg) 小林　春華　 (2)  32m47髙木　悦子　(89)  20m85

山形大 酒田ＡＣ

27日 ハンマー投(4.000kg) 小野　　悠　 (4)  44m49佐藤　真実　(86)  20m63

山形大 山形ＴＦＣ

男
　
　
　
子

女
　
　
　
子
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男子 成年  ４００ｍＨ 決　勝               6月27日 10:20

山形県記録　　　　　50.80　　沼沢　秀雄　(順大ＯＢ)　　　1986
ハードルの高さ　　　0.914m
県選手権標準記録　　59.30
少年の部１組と同時スタート（2～5レーンは少年）

決　勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  6 151鈴木　　豊　 (4) 山形大            52.79

ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ         
  2  7 429仲野　健太　 (1) 山形大            58.31

ﾅｶﾉ ｹﾝﾀ          

男子 成年  ８００ｍ 決　勝               6月27日 13:07

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
少年の部１組と同時スタート（1～6レーンは少年）

決　勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  7 500森谷　享平　 (2) 城西大         DNS 

ﾓﾘﾔ ｷｮｳﾍｲ        
  83990草場　勇作　(90) 山形市陸協     DNS 

ｸｻﾊﾞ ﾕｳｻｸ        

凡例: DNS: 欠　場

男子 成年  ２００ｍ 決　勝               6月27日 14:00

山形県記録　　　　20.62　　安孫子　充裕 　(筑波大)　　　2008
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:-3.0

  1  4 454鐙谷　　亮　 (1) 仙台大            23.85
ｱﾌﾞﾐﾔ ﾘｮｳ        

  2  23094坂野　勇夢　(89) 米沢市陸協        24.72
ｻｶﾉ ｲｻﾑ          

  3  7 479結城  健太　 (1) 仙台大            24.87
ﾕｳｷ ｹﾝﾀ          

  4  6 584鈴木　賢治　 (1) 秋田県立大        24.91
ｽｽﾞｷ ｹﾝｼ゙        

  3  79日下　貴之　 (4) 仙台大         DNS 
ｸｻｶ ﾀｶﾕｷ         

  5 431村山　一樹　 (1) 山形大         DNS 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽ゙ｷ        

凡例: DNS: 欠　場
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男子 成年  ５０００ｍＷ 決　勝               6月27日  9:30

山形県記録　　　　21:25.23　　大内　康太郎　(福井工大)　　2005
県選手権標準記録　26:00.00
少年の部と同時スタート（ORD5～7は少年）

決　勝

順位ORD.No.氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  1 105高橋　憲弘　 (4) 大阪体育大     22:43.09

ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾋﾛ        
  2  36815大内　康太郎(84) 日新製薬       22:43.96

ｵｵｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ       
  3  23270石川　洋志　(89) 南陽東置賜陸協 23:51.82

ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ         
  4  43968渡邊　　駿　(90) 山形市陸協     27:27.06

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ        

男子 成年  走幅跳 決　勝               6月27日　 9:30

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 ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  56310熊沢　聡史　(82) 山形ＴＦＣ       6m59  ×  6m68  ×   6m68

ｸﾏｻﾞﾜ ｻﾄｼ        -0.6 +1.8 +1.8
  2  66839半澤　宏樹　(86) 村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ   ×  6m30  ×  6m57   6m57

ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾛｷ        -1.8 -0.3 -0.3
  3  2  94佐藤　幸太郎 (3) 仙台大           6m32  ×  6m28  6m40   6m40

ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ        -1.0 +2.4+0.5 +0.5
  4  3 481尾形　直人　 (1) 山形短期大       6m06  ×  6m40  6m06   6m40

ｵｶﾞﾀ ﾅｵﾄ         -0.5 +1.1-0.8 +1.1
  5  16319山田　哲士　(85) 山形ＴＦＣ       ×  ×  6m08  5m80   6m08

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ         +2.6+1.6 +2.6
  6  43987麻生　　正　(90) 山形市陸協       5m80  5m32  ×  5m63   5m80

ｱｿｳ ﾏｻｼ          -0.9-2.0 -0.2 -0.9
  7 155中井　信吾　 (3) 山形大         DNS 

ﾅｶｲ ｼﾝｺ゙         

凡例: DNS: 欠　場

男子 成年  ３０００ｍＳＣ 決　勝               6月27日 17:16

山形県記録　　　　 8:45.0 　　金田　　剛　　(日　大)　　　1981
県選手権標準記録　10:00.00

決　勝

順位ORD.No.氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  24231菊地　春紀　(85) 西村山地区陸協  9:40.74

ｷｸﾁ ﾊﾙｷ          
  2  14608山口　大陽　(86) 新庄地区陸協    9:41.37

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ       
  3  34604齊藤　伴和　(82) 新庄地区陸協    9:56.24

ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶｽ゙       
  4  43931熊坂　太郎　(85) 山形市陸協     10:11.81

ｸﾏｻｶ ﾀﾛｳ         
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凡例: DNS: 欠　場

男子 成年  砲丸投 決　勝               6月27日　 9:45

山形県記録　　　　15m51　　鈴木　文彦　(筑波大)　　　1998
砲丸の重さ　　　　7.260kg
県選手権標準記録　10m50

決　勝

順位試順No.氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 430長谷川　裕　 (1) 山形大         DNS 

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ         

男子 成年  円盤投 決　勝               6月27日　13:40

山形県記録　　　　49m46　　金井　澄男　(山形中央高教)　　　1986
円盤の重さ　　　　2.000kg
県選手権標準記録　33m00

決　勝

順位試順No.氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  2 112飯沢　一希　 (2) 仙台大          37m90  37m90

ｲｲｻﾞﾜ ｶｽ゙ｷ       
  2  13859西塚　　健　 (1) 国際武道大      33m31  ×  ×  33m31

ﾆｼﾂﾞｶ ﾀｹﾙ        

男子 成年  ハンマー投 決　勝               6月27日　15:30

山形県記録　　　　62m48　　高桑　秀郎　(羽陽短大教)　　　1996
ハンマーの重さ　  7.260kg
県選手権標準記録　33m00

決　勝

順位試順No.氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  4 113今野　　亮　 (2) 仙台大           ×  48m69  48m69

ｺﾝﾉ ﾘｮｳ          
  2  23862原田　光暉　 (1) 国際武道大       ×  41m85  41m85

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ         
  3  36836青柳　　勉　(89) 村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ  39m82   ×  39m82

ｱｵﾔｷﾞ ｽｽﾑ        
  4  16305佐藤　じゅん(73) 山形ＴＦＣ      36m04  ×  ×  ×  36m04

ｻﾄｳ ｼ゙ｭﾝ         
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女子 成年  ４００ｍＨ 決　勝               6月27日 10:09

山形県記録　　　　59.11　　土屋　　恵　(東京学芸大)　　　1995
ハードルの高さ　　0.762m
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  41077齋藤　美里　 (2) 山形大          1:07.26

ｻｲﾄｳ ﾐｻﾄ         

女子 成年  ８００ｍ 決　勝               6月27日 13:47

山形県記録　　　　2:06.52　　熊坂　香織　(スポーツ山形21)　　　2008
県選手権標準記録　2:24.00
少年の部２組と同時スタート（2～8レーンは少年）

決　勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  13981齋藤　　育　(90) 山形市陸協      2:42.71

ｻｲﾄｳ ｲｸ          

女子 成年  ２００ｍ 決　勝               6月27日 14:05

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:-2.4

  1  51196中川　温子　 (1) 米沢女子短期大    28.63
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｺ        

  31185榎本　あずさ (1) 仙台大         DNS 
ｴﾉﾓﾄ ｱｽ゙ｻ        

  41038伊藤　綾音　 (2) 仙台大         DNS 
ｲﾄｳ ｱﾔﾈ          

  64917瀬尾　茉奈実 (2) 東北文化学園専 DNS 
ｾｵ ﾏﾅﾐ           

凡例: DNS: 欠　場

女子 成年  １００ｍＨ 決　勝               6月27日 14:25

山形県記録　　　　13.55　　秋元　千鶴子　(山形女短大教)　　　1989
ハードルの高さ　　0.840m
県選手権標準記録　17.30
少年の部１組と同時スタート（2～6レーンは少年）

決　勝

順位ﾚｰﾝ No.氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:-2.9

  1  71194菊地　　綾　 (1) 山形短期大        16.34
ｷｸﾁ ｱﾔ           
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女子 成年  走高跳 決　勝               6月27日　 9:40

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 1m251m301m351m401m451m481m511m551m601m65記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  51074山口　あゆみ (3) 山形大         -  -  -  -  -  -  -  xo xxoxxx1m60

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾐ        
  2  31026大石　香奈美 (3) 仙台大         -  -  -  o  o  -  xxx 1m45

ｵｵｲｼ ｶﾅﾐ         
  3  41197佐藤　成美　 (1) 米沢女子短期大 -  -  -  o  xo xxx 1m45

ｻﾄｳ ﾅﾙﾐ          
  4  26335今野　明子　(79) 山形ＴＦＣ     -  -  o  xo xo xxx 1m45

ｺﾝﾉ ｱｷｺ          
  5  11195竹野　春香　 (1) 山形短期大     -  o  o  xo xxx 1m40

ﾀｹﾉ ﾊﾙｶ          

女子 成年  走幅跳 決　勝               6月27日　13:30

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 ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  11029鈴木　　愛　 (3) 仙台大           ×  5m30  5m08  5m28   5m30

ｽｽﾞｷ ｱｲ          -0.1+1.2+0.7 -0.1
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女子 成年  円盤投 決　勝               6月27日　13:40

山形県記録　　　　46m12　　横山　千鶴子　(新栄スポーツ)　　　1980
円盤の重さ　　　　1.000kg
県選手権標準記録　26m00

決　勝

順位試順No.氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  21076小林　春華　 (2) 山形大          32m47  32m47

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ        
  2  13474髙木　悦子　(89) 酒田ＡＣ        20m85  ×  20m85

ﾀｶｷﾞ ｴﾂｺ         
  36587髙橋　里菜　 (4) 日本体育大     DNS 

ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ          

凡例: DNS: 欠　場

女子 成年  ハンマー投 決　勝               6月27日　15:30

山形県記録　　　　43m47　　伊藤　かおり　(日女体大)　　　2007
ハンマーの重さ　　4.000kg
県選手権標準記録　16m00
成年女子普及奨励種目

決　勝

順位試順No.氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  21068小野　　悠　 (4) 山形大          44m49  ×  ×  44m49

ｵﾉ ﾊﾙｶ           
  2  16334佐藤　真実　(86) 山形ＴＦＣ      20m63  20m63

ｻﾄｳ ﾏﾐ           




