
平成21年度 山形大学陸上競技会 決勝一覧表

平成２１年１０月１７日(土)

山形県あかねヶ丘陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

17日 １００ｍ 大石　　唯　M2 10.70 大木　貴弘 10.89 荒井　恵太　３ 11.05 原田　隆弘 11.05 海谷　翔平　３ 11.10 遠藤　諒人　２ 11.13 小川　雅義　２ 11.14 信田　亮輔　３ 11.18

山　形･山形大 +0.1  NGR 山　形･山形ＴＦＣ +0.1 NGR 山　形･山形中央高 +0.1 NGR 山　形･山形ＴＦＣ +0.1 NGR 山　形･山形中央高 +0.9 NGR 山　形･九里学園高 +0.1 NGR 山　形･山形南高 +0.1  NGR 山形･上山明新館高 +0.1 NGR

17日 ４００ｍ 保角　裕真　３ 50.83 石山　博一　２ 50.99 齋藤　和磨　２ 51.07 渡邊　修平　２ 52.13 金原　和徳　１ 52.20 黒田　琢也　３ 52.33 本間倉一朗　３ 52.63 武田　貴大　２ 52.94

山　形･山形中央高 山　形･山形南高 山　形･九里学園高 山　形･山形南高 山　形･山形中央高 山　形･山形十中 山　形･山形中央高 山　形･山形南高

17日 ８００ｍ 廣瀬　七生　２  2:02.81 千葉　善幹　M1  2:03.05 一ノ澤哲郎　２  2:03.95 奥山　康太　２  2:07.50 伊藤　　将　２  2:09.83 後藤　　俊　２  2:09.86 結城　史友　１  2:10.06 仲野　健太　１  2:12.93

山　形･九里学園高 山　形･山形大 山　形･山形大 山　形･山形南高 山　形･山形商業高 山　形･長井工業高 山　形･山形東高 山　形･山形大

17日 ５０００ｍ 兜森　忠道　２ 15:38.23 山田　真一 15:42.78 井上　　徹 15:52.43 長嶋祐二郎 15:55.47 後藤　正幸　５ 15:59.80 長谷川将人　３ 16:02.11 土屋　佑介 16:11.61 岩松　雅文 16:12.59

秋　田･秋田酒類製造 山　形･北村山地区陸協 山　形･新庄地区陸協 山　形･神町自衛隊 山　形･山形大 山　形･山形大 山　形･南陽東置賜陸協 栃　木･国分寺特支校教

17日 １１０ｍＨ 渋谷　知暉　１ 16.20 黒田　優樹　２ 16.81 相馬　彪士　１ 16.87 東海林祐弥　２ 17.07

(H=1.067m) 風:+0.1 山　形･東北大 山　形･長井高 山　形･九里学園高 山　形･山形中央高

17日 ４×１００ｍ 山形ＴＦＣ 42.75 九里学園 43.22 山形大Ｂ 43.32 県中学選抜 43.89 山形大Ａ 44.04 山形南高Ａ 44.73 山形南高Ｃ 44.78 上山明新館高 45.83

   熊澤　聡史    長谷川　涼　１    中井　信吾　３    高橋　皆斗　１    荒木　拓也　１    武田　貴大　２    粟野優久路　２    木村　昴大　１

   白田　　淳    遠藤　諒人　２    渡邉　大介　４    武田　脩平　３    村山　一樹　１    小川　雅義　２    土屋　耕太　２    木村　哲也　２

   大木　貴弘    島貫　大貴　１    鈴木　　豊　４    黒田　琢也　３    宮崎雄太朗　１    阿部　　光　２    髙橋　　輝　２    平泉　椋万　１

   上村　拓也    齋藤　和磨　２    大石　　唯　M2    真木　拓哉　２    伊藤　紘祥　１    阿部　颯平　２    多田　竜也　２    片桐　裕樹　２

17日 走高跳 花輪　重聡 1m90 菅野　祐文　３ 1m75 沼澤　強太　２ 1m75 佐藤　庄介　１ 1m75 立石　卓也　１ 1m70 髙橋　昂太　２ 1m65 佐藤　健人　１ 1m60 荒木　義樹　２ 1m60

山　形･山形ＴＦＣ 山　形･山形中央高 山　形･小国高 山　形･山形東高 山　形･長井工業高 山　形･山形南高 山　形･米沢工業高 山　形･北村山高

17日 走幅跳 信田　亮輔　３   6m59 白田　　淳   6m59 大石　　唯　M2   6m51 米野　敬介　２   6m41 多田　竜也　２   6m41 髙橋　和樹　２   6m36 情野　春樹　１   6m14 加賀　康介　２   6m12

山　形･上山明新館高 +3.9 山　形･山形ＴＦＣ +4.0 山　形･山形大 +4.2 山　形･九里学園高 +3.5 山　形･山形南高 +4.3 山　形･山形中央高 +4.6 山　形･米沢工業高 +4.2 山　形･山形東高 +3.7

17日 砲丸投 大竹　邦拓　４   8m89

W=7.260kg 山　形･山形大

17日 やり投 飯澤　一希　２  58m54 長谷川　裕　１  50m12 粟野優久路　２  47m89 大竹　邦拓　４  46m95 伊藤　　悟　２  46m11 上村　拓也  42m82 阿部　颯平　２  40m20 大場　拓哉　１  38m36

W=0.800kg 山　形･仙台大 山　形･山形大 山　形･山形南高 山　形･山形大 山　形･山形中央高 山　形･山形ＴＦＣ 山　形･山形南高 山　形･山形商業高

17日 高校砲丸投 金子　尭宙　１  12m28 伊藤　　悟　２  12m03 菅野　陽祐　１  10m74 髙橋　数規　１  10m16 市川　拓麻　２   9m66 粟野優久路　２   9m58 渡部　知也　２   9m49 武藤　陽一　２   9m40

W=6.000kg 山　形･九里学園高 山　形･山形中央高 山　形･村山農業高 山　形･山形中央高 山　形･村山農業高 山　形･山形南高 山　形･米沢工業高 山　形･山形商業高

17日 中学１１０ｍＨ 遠藤　　希　２ 18.75 森　　　豪　２ 19.48 高橋俊太郎　１ 19.79

(H=0.914m) 風0.0 山　形･天童四中 山　形･天童四中 山　形･山形三中

17日 中学砲丸投 星川　真瑠　２   7m79 駒澤　卓哉　２   7m44 大森　圭亮　２   7m40 赤塚　元輝　２   6m60 國井　悠矢　２   6m38

W=5.000kg 山　形･山形三中 山　形･天童三中 山　形･山形三中 山　形･天童一中 山　形･天童四中

凡例　NGR:大会新記録
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平成21年度 山形大学陸上競技会 決勝一覧表

平成２１年１０月１７日(土)

山形県あかねヶ丘陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

17日 １００ｍ 柿崎　美里　２ 12.58 高橋　美咲　１ 12.62 五十嵐理沙　２ 12.81 佐藤　　綾　３ 12.84 山口あゆみ　３ 12.91 武田明日香　２ 12.94 奥田　紫水　１ 13.00

山形･九里学園高 +1.6  NGR 山形･上山明新館高 +1.6 NGR 山　形･上山明新館高 -1.7 山　形･上山明新館高 +1.6 山　形･山形大 +0.4 山　形･山辺中 +1.6 山　形･山形東高 +0.4

武田　千尋　４

山　形･山形大 +0.4

17日 ４００ｍ 五十嵐理沙　２ 59.25 高橋　美咲　１  1:00.00 小関　果未　２  1:01.78 丹　　　恵　１  1:02.36 山本　真子　２  1:02.58 松田　優月　２  1:02.68 高嶋　桃子　２  1:02.98 石塚　史鈴　２  1:03.33

山　形･上山明新館高 山　形･上山明新館高 山　形･上山明新館高 山　形･山形北高 山　形･天童一中 山　形･山形商業高 山　形･山形北高 山　形･山形北高

17日 ８００ｍ 長谷川智子　１  2:21.88 堀川　　茜　２  2:28.27 渡部　香織　２  2:28.99 平清水伊子　１  2:35.51 小木麻由穂　１  2:37.53 高嶋　彩香　１  2:38.74 赤塚友里奈　２  2:40.78 矢嶋　　優　４  2:40.90

山　形･九里学園高 山　形･天童一中 山　形･山形商業高 山　形･山大附中 山　形･北村山高 山　形･北村山高 山　形･山形商業高 山　形･山形大

17日 ３０００ｍ 萩生田千紗　３ 10:19.36 斉藤　道子　２ 10:38.52 川口愛祐美　３ 10:42.61 石川　理恵　３ 10:45.24 深瀬　真菜　２ 10:46.39 漆山　想代　３ 10:49.69 梅津　夏美　２ 10:54.33 奥山　　碧　１ 11:00.71

山　形･上山明新館高 山　形･山形北高 山　形･山辺高 山　形･山大附中 山　形･上山明新館高 山　形･山形十中 山　形･山形十中 山　形･山形北高

17日 １００ｍＨ 遠藤紗耶香　２ 15.83 菊地　　綾　１ 15.95 清野　文翔　２ 16.15 会田　　舞　１ 17.28 阿部　奈生　２ 17.52 近藤花寿美　１ 17.97 塩川奈津江　２ 18.11 村山　美菜　１ 18.43

(H=0.840m W=8.5m) 山　形･九里学園高 -0.1  NGR 山　形･山形短期大 -0.1 NGR 山形･上山明新館高 -0.1 NGR 山　形･上山明新館高 -0.1 山　形･上山明新館高 -0.1 山　形･山形北高 +0.1 山　形･山形中央高 +1.0 山　形･山形東高 +0.1

17日 ４×１００ｍ 山形北高Ｂ 52.63 山形北高Ａ 52.67 山形東高 52.81 山形大Ａ 52.96 上山明新館高 53.02 山形大Ｂ 53.45 天童四中 53.65 長井高 53.78

   菅原　美幸　１    石塚　史鈴　２    村山　美菜　１    高橋　　薫　４    庄司　萌子　２    遠藤　友理　４    笹　　祐希　１    高橋　夏葵　１

   丹　　　恵　１    山口　結莉　２    奥田　紫水　１    武田　千尋　４    海藤　瑞絵　１    齋藤　美里　２    阿部　汐里　２    小形　聡美　１

   近藤花寿美　１    本間　貴子　２    荻野瑛里奈　１    佐藤満美子　４    会田　　舞　１    檜山　里奈　１    秋葉　艶輝　２    金子　莉紗　１

   松倉未菜子　１    高嶋　桃子　２    後藤　文子　１    小野　　悠　４    立里ひかり　２    大津明日香　２    舩田美玖里　２    結城　もえ　２

17日 走高跳 植松　詩織　２ 1m45 近野亜沙美　１ 1m40 大類　成美　１ 1m40 高橋　有香　１ 1m40 栗田亜也加　１ 1m30 島津　桃子　１ 1m30 須藤　麻友　１ 1m25

山　形･山形東高 山　形･米沢東高 山　形･天童高 山　形･北村山高 山　形･九里学園高 山　形･米沢東高 山　形･山辺中

佐藤　　夢　１

山　形･山辺中

17日 走幅跳 佐藤　　綾　３   5m36 山口　結莉　２   5m08 細谷　昌来　２   4m90 山口　怜佳　２   4m88 庄司　萌子　２   4m67 佐藤　涼葉　２   4m66 後藤　文子　１   4m42 矢萩　　静　２   4m28

山　形･上山明新館高 +0.6 山　形･山形北高 +0.8 山　形･山形西高 +1.6 山　形･九里学園高 +0.0 山　形･上山明新館高 -0.3 山　形･天童一中 -0.2 山　形･山形東高 +1.0 山　形･北村山高 +0.8

17日 砲丸投 佐藤　真実　  12m73 岡崎　一葉　２  10m53 小泉　蕉子　１   9m58 青木　純子　   9m54 庄司　真優　２   9m08 髙橋芙由子　２   8m50 梅津真実子　２   8m08 冨樫　時子　   7m64

W=4.000kg 山　形･山形ＴＦＣ 山　形･山形北高 山　形･山形大 山　形･山形ＴＦＣ 山　形･上山明新館高 山　形･山形北高 山　形･長井高 山　形･山形ＴＦＣ

17日 やり投 冨樫　時子　  39m28 田中咲由里　３  36m11 青木　純子　  33m14 岡崎　一葉　２  33m13 小野　　悠　４  30m85 近野　加奈　２  27m25 髙橋　春菜　２  25m39 小泉　蕉子　１  24m48

W=0.600kg 山　形･山形ＴＦＣ 山　形･山形大 山　形･山形ＴＦＣ 山　形･山形北高 山　形･山形大 山　形･米沢東高 山　形･山形中央高 山　形･山形大

17日 中学１００ｍＨ 伊藤　　望　１ 17.63 高橋佳奈子　１ 18.14 峯田　麻美　１ 18.35 中島　梨沙　１ 18.67 菅野　菜摘　１ 18.77 武田　美沙　１ 19.12 五十嵐　彩　１ 19.27 伊藤香奈子　１ 19.35

(H=0.762m  W=8.0m) 山　形･上山北中 +0.5  NGR 山　形･天童三中 +0.5  NGR 山　形･山大附中 +0.5  NGR 山　形･山形三中 +0.5  NGR 山　形･上山北中 +0.0  NGR 山　形･天童一中 +0.5  NGR 山　形･天童一中 +0.0  NGR 山　形･天童四中 +0.0  NGR

17日 中学砲丸投 佐藤　瑞恵　２   7m87 村岡　知里　２   7m77 前田　都秋　２   6m80

W=2.721kg 山　形･天童三中 山　形･天童三中 山　形･山大附中

凡例　NGR:大会新記録
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