
 

 

山形陸上競技協会 

第２３回強化記録会 
兼 第６５回国民体育大会陸上競技成年の部予選会 

 
 

期日 平成２２年６月２６日（土） 

場所 山形県あかねヶ丘陸上競技場 

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 10 06 0320   競技場コード 063080 
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山形陸上競技協会 第２３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 金 田 栄一郎 

フィールド競技審判長 加 藤 昌 宏 

招集所審判長 東海林 憲 男 

記 録 主 任 佐 藤 正 寿 
 

《新記録等一覧》 

  なし 

 

 

日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所
2010年 6月26日  9:30 晴れ 29.0℃ 71.0% 東 0.1m/s 競技場

10:00 晴れ 31.0℃ 48.0% 北北西 0.7m/s
11:00 晴れ 33.0℃ 45.0% 北北西 1.3m/s
12:00 晴れ 34.0℃ 42.0% 北北西 0.8m/s
13:00 晴れ 35.0℃ 42.0% 西北西 0.3m/s
14:00 曇り 34.0℃ 42.0% 北北西 1.6m/s
15:00 曇り 32.0℃ 49.0% 北 0.9m/s
16:00 曇り 32.0℃ 49.0% 北西 0.6m/s
17:00 曇り 31.0℃ 48.0% 北北東 0.3m/s

グラウンドコンディション
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山形陸上競技協会　第２３回強化記録会 10060320

兼　第６５回国民体育大会陸上競技成年の部予選会
決勝一覧表

山形県あかねヶ丘陸上競技場 063080
種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 6/26 荒木　拓也　２ 11.16/+0.2

学連・山形大

松田　旬一 11.32/+0.2

山形・高畠ワイン

八木　修太 11.51/+0.2

学連・山形大

宮崎　雄太朗２ 11.55/+0.9

学連・山形大

管藤　直輝　２ 11.88/+0.9

学連・山形大

坂野　勇夢 12.04/+0.9

山形・米沢市陸協

石山　晋太郎 12.56/+0.9

学連・山形大

高橋　信清　M1 13.42/+0.2

学連・山形大

４００ｍ 6/26 宮崎　雄太朗２ 51.72

学連・山形大

三浦　共輔 54.29

学連・山形大

米山　史晴 55.35

学連・山形大

坂野　勇夢 56.83

山形・米沢市陸協

１５００ｍ 6/26 大河原　佑介  4:04.58

山形・南陽東置賜陸協

須藤　　朗  4:05.76

山形・ＪＡ山形

近藤　伸明  4:10.34

山形・米沢市陸協

堀江　和臣  4:24.33

山形・ＪＡ山形

横瀬　允史  4:51.22

学連・山形大

４００ｍＨ

(0.914m)

6/26 仲野　健太　２ 56.41

学連・山形大

荻野　祐基　３ 57.08

学連・東北福祉大

棒高跳 6/26 阿部　祐史 4m60

山形・村山ＡＣ

走幅跳 6/26 半澤　宏樹   6m60/+0.6

山形・村山ＡＣ

伊藤　紘祥　２   6m14/+1.2

学連・山形大

砲丸投

(7.260kg)

6/26 長谷川　裕　２  13m50

学連・山形大

ハンマー投

(7.260kg)

6/26 青柳　　勉  40m93

山形・村山ＡＣ

矢花　武史　６  32m75

学連・山形大

男子
成年

１００ｍ 6/26 山口　あゆみ４ 12.60/+1.3

学連・山形大

武田　梨沙　１ 12.75/+1.3

学連・山形大

檜山　里奈　２ 13.13/+1.3

学連・山形大

安彦　祐里枝 13.20/+1.3

山形・日新製薬

１５００ｍ 6/26 熊坂　香織  4:37.48

山形・スポーツ山形21

菅野　明花　１  5:18.87

学連・東北文教大

神山　紗葵  6:04.79

学連・米沢女子短大

５０００ｍ 6/26 五十嵐　愛 16:32.13

京都・シスメックス

田中　　幸 17:19.74

山形・スポーツ山形21

菅野　明花　１ 19:19.73

学連・東北文教大

１００ｍＨ

(0.838m)

6/26 菊地　　綾　２ 15.17/+1.7

学連・東北文教大

棒高跳 6/26 田中　麻織　３ 2m50

山形・蔵王第一中

國井　千織 2m20

山形・天童市陸協

走幅跳 6/26 山口　あゆみ４   5m46/+1.6

学連・山形大

山口　佳織　２   4m87/+1.7

学連・山形大

砲丸投

(4.000kg)

6/26 佐藤　真実  12m46

山形・山形ＴＦＣ

小野　　悠  10m00

山形・山形ＴＦＣ

ハンマー投

(4.0kg)普及種目

6/26 小泉　蕉子　２  36m73

学連・山形大

小野　　悠  34m72

山形・山形ＴＦＣ

女子
成年
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凡例（DNS:欠    場）

男子成年 ４００ｍ 決　勝  6月26日 15:51

山形県記録　　　　45.78　　冨樫　英雄 　(東海大)　　　2003
県選手権標準記録　52.00

 決　勝
順位 ﾚｰﾝ  ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  119
 宮崎　雄太朗２
 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ

 学　連・山形大 51.72

  2   3  641
 三浦　共輔
ﾐｳﾗ ｷｮｳｽｹ

 学　連・山形大 54.29

  3   7  642
 米山　史晴
ﾖﾈﾔﾏ ﾌﾐﾊﾙ

 学　連・山形大 55.35

  4   6 3094
 坂野　勇夢
ｻｶﾉ ｲｻﾑ

 山　形・米沢市陸協 56.83

  4 1030
 安孫子　充裕４
 ｱﾋﾞｺ ﾐﾂﾋﾛ

 学　連・筑波大 DNS

凡例（DNS:欠    場）

男子成年 １００ｍ タイムレース(2)  6月26日 12:13

山形県記録　　　　10.30　　安孫子　充裕 　(筑波大)　　　2009
県選手権標準記録　11.30

タイムレース  全2組
   1組
順位 ﾚｰﾝ  ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 風:+0.2

  1   6  113
 荒木　拓也　２
ｱﾗｷ ﾀｸﾔ

 学　連・山形大 11.16

  2   7 6500
 松田　旬一
 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ

 山　形・高畠ワイン 11.32

  3   3  575
 八木　修太
 ﾔｷﾞ ｼｭｳﾀ

 学　連・山形大 11.51

  4   4  510
 高橋　信清　M1
 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｷﾖ

 学　連・山形大 13.42

  5 1030
 安孫子　充裕４
 ｱﾋﾞｺ ﾐﾂﾋﾛ

 学　連・筑波大 DNS

   2組
順位 ﾚｰﾝ  ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 風:+0.9

  1   4  119
 宮崎　雄太朗２
 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ

 学　連・山形大 11.55

  2   5  115
 管藤　直輝　２
ｶﾝﾄｳ ﾅｵｷ

 学　連・山形大 11.88

  3   6 3094
 坂野　勇夢
ｻｶﾉ ｲｻﾑ

 山　形・米沢市陸協 12.04

  4   3  576
 石山　晋太郎
ｲｼﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

 学　連・山形大 12.56
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男子成年 １５００ｍ 決　勝  6月26日 12:54

山形県記録　　　　3:50.7　　　井上　秀彦　　(上山市陸協)　　　1984　　
県選手権標準記録　4:10.00

 決　勝
順位 ORD  ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5 3281
 大河原　佑介
ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳｽｹ

 山　形・南陽東置賜陸協 4:04.58

  2   4 6873
 須藤　　朗
ｽﾄｳ ｱｷﾗ

 山　形・ＪＡ山形 4:05.76

  3   2 3113
 近藤　伸明
 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｱｷ

 山　形・米沢市陸協 4:10.34

  4   3 6872
 堀江　和臣
 ﾎﾘｴ ｶｽﾞｵﾐ

 山　形・ＪＡ山形 4:24.33

  5   1 3960
 横瀬　允史
ﾖｺｾ ﾏｻｼ

 学　連・山形大 4:51.22

男子成年 ４００ｍＨ 決　勝  6月26日 10:12

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Ａ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  ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  117
 仲野　健太　２
ﾅｶﾉ ｹﾝﾀ

 学　連・山形大 56.41

  2   7  356
 荻野　祐基　３
 ｵｷﾞﾉ ﾕｳｷ

 学　連・東北福祉大 57.08

男子成年 棒高跳 決　勝  6月26日 12:00

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
 ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 4m60 4m70 4m80 4m90 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1 6832
 阿部　祐史
 ｱﾍﾞ ﾕｳｼ

 山　形
 村山ＡＣ

o   -   -   x x x 4m60
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男子成年 走幅跳 決　勝  6月26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
 ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属  1回目  2回目  3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2 6839
 半澤　宏樹
 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾛｷ

 山　形
 村山ＡＣ

  ×
  6m60
+0.6

  ×
6m60
+0.6

  2  1  114
 伊藤　紘祥　２
ｲﾄｳ ﾋﾛﾖｼ

 学　連
山形大

  6m14
+1.2

  ×   ×
6m14
+1.2

男子成年 砲丸投 決　勝  6月26日  9:27

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

 ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属  1回目  2回目  3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  118
 長谷川　裕　２
 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ

 学　連
山形大

 12m77  13m11  13m50 13m50

男子成年 ハンマー投 決　勝  6月26日 16:00

山形県記録　　　　62m48　　髙桑　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

 ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属  1回目  2回目  3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2 6836
 青柳　　勉
 ｱｵﾔｷﾞ ｽｽﾑ

 山　形
 村山ＡＣ

 40m93 40m93

  2  1  102
 矢花　武史　６
 ﾔﾊﾞﾅ ﾀｹｼ

 学　連
山形大

 32m75 32m75
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女子成年 １００ｍ 決　勝  6月26日 12:21

山形県記録　　　　11.68　　茂木　麻子　(北村山陸協)　　　1999
県選手権標準記録　13.10

 決　勝
順位 ﾚｰﾝ  ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 風:+1.3

  1   5 1031
 山口　あゆみ４
 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾐ

 学　連・山形大 12.60

  2   4 1228
 武田　梨沙　１
 ﾀｹﾀﾞ ﾘｻ

 学　連・山形大 12.75

  3   3 1036
 檜山　里奈　２
ﾋﾔﾏ ﾘﾅ

 学　連・山形大 13.13

  4   6 6815
 安彦　祐里枝
 ｱﾋﾞｺ ﾕﾘｴ

 山　形・日新製薬 13.20

女子成年 １５００ｍ 決　勝  6月26日 13:03

山形県記録　　　　4:21.04　　熊坂　香織　(スポーツ山形21)　　　2005　　　
県選手権標準記録　4:50.00

 決　勝
順位 ORD  ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2 6001
 熊坂　香織
ｸﾏｻｶ ｶｵﾘ

 山　形・スポーツ山形21 4:37.48

  2   3 1225
 菅野　明花　１
ｶﾝﾉ ｻﾔｶ

 学　連・東北文教大 5:18.87

  3   1 1223
 神山　紗葵
ｶﾐﾔﾏ ｻｷ

 学　連・米沢女子短大 6:04.79

女子成年 ５０００ｍ 決　勝  6月26日 17:16

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　(3000m/10:40.00)
男子少年Ａの部２組と同時スタート（ORD4～は男子少年）

 決　勝
順位 ORD  ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3 2213
 五十嵐　愛
 ｲｶﾞﾗｼ ｱｲ

 京　都・シスメックス 16:32.13

  2   2 6002
 田中　　幸
ﾀﾅｶ ｻﾁ

 山　形・スポーツ山形21 17:19.74

  3   1 1225
 菅野　明花　１
ｶﾝﾉ ｻﾔｶ

 学　連・東北文教大 19:19.73
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女子成年 １００ｍＨ 決　勝  6月26日 14:48

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／間　0.838m／8.5m
県選手権標準記録　17.30
少年Ａの部１組と同時スタート（2～7レーンは少年）

 決　勝
順位 ﾚｰﾝ  ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 風:+1.7

  1   8 1166
 菊地　　綾　２
ｷｸﾁ ｱﾔ

 学　連・東北文教大 15.17

女子成年 棒高跳 決　勝  6月26日 10:00

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

 決　勝
順位 試

順
 ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1 1108
 田中　麻織　３
ﾀﾅｶ ｻｵﾘ

 山　形
蔵王第一中

-   o   o   o   x o  x x o x o  x x x 2m50

  2  2 4177
 國井　千織
ｸﾆｲ ﾁｵﾘ

 山　形
天童市陸協

-   o   o   x o  x x x          2m20

女子成年 走幅跳 決　勝  6月26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
 ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属  1回目  2回目  3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2 1031
 山口　あゆみ４
 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾐ

 学　連
山形大

  5m20
+0.6

  5m40
+1.2

  5m46
+1.6

5m46
+1.6

  2  1 1037
 山口　佳織　２
 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ

 学　連
山形大

  ×
  4m78
+0.7

  4m87
+1.7

4m87
+1.7
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女子成年 砲丸投 決　勝  6月26日  9:27

山形県記録　　　　13m51　　市川　久美子　(城北女高)　　　1987　　　
砲丸の重さ　　　　4.000kg
県選手権標準記録　9m30

 決　勝
順位 試

順
 ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属  1回目  2回目  3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2 6325
 佐藤　真実
ｻﾄｳ ﾏﾐ

 山　形
 山形ＴＦＣ

 12m27  12m46 12m46

  2  1 6323
 小野　　悠
ｵﾉ ﾊﾙｶ

 山　形
 山形ＴＦＣ

  9m49  10m00 10m00

女子成年普及種目 ハンマー投 決　勝  6月26日 16:00

山形県記録　　　　46m15　　小野　　悠　(山形大)　　　2009
ハンマーの重さ　　4.000kg
県選手権標準記録　16m00

 決　勝
順位 試

順
 ﾅﾝﾊﾞｰ  氏　名  所　属  1回目  2回目  3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1 1035
 小泉　蕉子　２
 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｺ

 学　連
山形大

 36m73 36m73

  2  2 6323
 小野　　悠
ｵﾉ ﾊﾙｶ

 山　形
 山形ＴＦＣ

  ×   ×  34m72 34m72


