
平成22年度 山形大学陸上競技会 決勝一覧表

平成２２年１０月３０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

30日 １００ｍ 大石　　唯 10.96 青柳　光裕　D1 11.23 奥山　アスカ２ 11.26 大木　貴弘 11.31 黒田　琢也　１ 11.40 伊藤　俊輔　２ 11.45 伊藤　亮輔　２ 11.54 佐藤　翔太　２ 11.56

山　形･山形TFC  +0.1 山　形･東北大  +0.1 山　形･日大山形高  +0.1 山　形･山形TFC  +0.1 山　形･山形中央高  +0.1 山　形･山形中央高  +0.6 山　形･東北大  +0.1 山　形･新庄南高  +0.1

30日 ４００ｍ 高林　佑輔　３ 50.55 青柳　光裕　D1 50.95 鈴木　雄太　２ 51.72 小川　生吹　１ 51.94 渡部　聖太　１ 52.47 木村　哲也　３ 52.69 本田　敦哉　２ 52.83 木村　昂大　２ 53.27

山　形･東北大 山　形･東北大 山　形･上山明新館高 山　形･山形中央高 山　形･山形中央高 山　形･上山明新館高 山　形･高畠高 山　形･上山明新館高

30日 ８００ｍ 小平　圭一  1:58.41 二位関　祐輔１  2:02.48 木伏　雄太郎３  2:03.22 押切　啓介　１  2:03.87 羽田　知史　１  2:05.06 三宅　康平　２  2:05.50 柴田　健継　１  2:06.51 小松　凌太　２  2:06.87

宮　城･東北大TFC 山　形･山形商高 山　形･高畠四中 山　形･長井高 山　形･日大山形高 山　形･山形中央高 山　形･山形東高 山　形･山形中央高

30日 ５０００ｍ 高橋　賢人 14:55.98 須藤　　朗 14:56.03 樋口　勝利 14:59.86 高橋　洸樹　３ 15:11.06 髙橋　拓巳 15:13.61 稲毛　義樹　４ 15:23.18 後藤　　駿　３ 15:27.47 有澤　英司 15:29.20

山　形･西置賜陸協    NGR 山　形･ＪＡやまがた  NGR 山　形･西置賜陸協   NGR 山　形･上山明新館高 山　形･南陽東置賜陸協 山　形･新潟大 山　形･上山明新館高 山　形･山形市陸協

30日 １１０ｍＨ 柏倉　飛鳥　１ 15.90 鈴木　貴幸　４ 17.48 後藤　弘行　２ 18.10 黒木　成也　１ 18.77 舟越　雄平　２ 20.35 赤坂　雄一郎１ 20.90 広嶋　大祐　１ 21.28 桜井　直輝　１ 21.50

(H=1.067m) 山　形･山形中央高  +0.3 山　形･東北大  +1.6 山　形･長井高  +0.3 山　形･山形商高  +1.6 山　形･日大山形高  +0.3 山　形･山形南高  +1.6 山　形･上山明新館高  +0.3 山　形･山形南高  +1.6

30日 ４×１００ｍ 東北大Ａ 43.03 山形中央高Ａ 43.20 山形大Ｂ 44.45 山形中央高Ｂ 44.61 上山明新館高 44.85 山形中央高Ｃ 45.26 高畠高 46.22 山形南高Ａ 46.36

   伊藤　亮輔　２    柏倉　飛鳥　１    伊藤　紘祥　２    渡部　和樹　２    木村　昂大　２    須藤　貴文　１    大浦　季起　２    村越　　翼　２

   青柳　光裕　D1    黒田　琢也　１    荒木　拓也　２    居駒　　輝　１    鈴木　雄太　２    渡部　聖太　１    本田　敦哉　２    高橋　勇輝　２

   鈴木　一輝　３    武田　脩平　１    高橋　信清　M1    伊藤　俊輔　２    平泉　椋万　２    東海林　祐弥３    佐藤　卓弥　２    羽角　吉史　２

   岡崎　和貴　１    小川　生吹　１    大石　高輝　１    小松　凌太　２    伊藤　光康　１    今野　勝貴　３    田中　　涼　２    阿部　諒平　２

30日 走高跳 藤川　芳徳　４ 1m90 佐藤　　俊　３ 1m90 小田　幹雄 1m85 伊藤　紘祥　２ 1m80 金子　貴拓　２ 1m75 佐藤　庄介　２ 1m75 齊藤　明彦　１ 1m65 宮崎　雄太朗２ 1m65

岩  手･富士大 山　形･岩手大 宮　城･東北文化学園専門教 山　形･山形大 山　形･山形学院高 山　形･山形東高 山　形･山形学院高 山　形･山形大

30日 棒高跳 柴田　優河　２ 4m30 高橋　理寛　２ 4m30 長岡　　遼　２ 4m00 齋藤　希望　１ 3m80 佐藤　祐誠　２ 3m70 志田　峻佑　１ 3m10 松本　哲郎　１ 3m00 浦山　拓也　１ 2m80

山　形･山形商高 山　形･東北大 山　形･山形商高 山　形･楯岡高 山　形･楯岡高 山　形･山形南高 山　形･山形商高 山　形･山形南高

30日 走幅跳 岡崎　和貴　１   7m04 今野　勝貴　３   6m84 鈴木　一輝　３   6m55 荒木　拓也　２   6m50 安井　　令　２   6m47 高橋　信清　M1   6m33 大石　　唯   6m30 岩崎　辰哉　４   6m17

山　形･東北大  -0.1 山　形･山形中央高  +2.5 山　形･東北大  +0.2 山　形･山形大  -0.0 山　形･東北大  +0.9 山　形･山形大  -0.0 山　形･山形TFC  -0.0 山　形･東北大  +2.4

30日 砲丸投 長谷川　裕　２  13m54

W=7.260kg 山　形･山形大 NGR

30日 円盤投 宮崎　利勝  46m01 中島　　光　６  29m64 大石　高輝　１  27m75 矢花　武史　６  23m88 佐藤　浩基  22m94

W=2.000kg 宮　城･宮城教員ｸﾗﾌﾞ  NGR 山　形･山形大 山　形･山形大 山　形･山形大 宮　城･宮城陸協

30日 高校砲丸投 高橋　　健　２  10m66 髙橋　数規　２  10m51 金子　雄飛　２  10m23 三宅　良明　２   9m90 伊藤　俊輔　２   9m85 飯澤　和幸　１   9m35 佐藤　翔太　１   9m31 長尾　　洵　２   9m10

W=6.000kg 山　形･新庄北高 山　形･山形中央高 山　形･山形学院高 山　形･蔵王高 山　形･山形商高 山　形･長井高 山　形･蔵王高 山　形･山形中央高

30日 円盤投 大場　拓哉　２  30m72 横山　惟央　２  29m62 髙橋　数規　２  28m96 茂木　龍磨　１  27m08 長尾　　洵　２  26m84 大浦　季起　２  25m89 飯澤　和幸　１  22m29 鍛冶　　良　１  19m93

W=1.750kg 山　形･山形商高 山　形･山形商高 山　形･山形中央高 山　形･山形中央高 山　形･山形中央高 山　形･高畠高 山　形･長井高 山　形･北村山高

30日 中学１１０ｍＨ 高橋　俊太郎２ 18.12 渡邊　優太　２ 20.70 今野　尋斗　１ 39.62

(H=0.914m) 風+0.5 山　形･山形三中 山　形･山形六中 山　形･天童四中

30日 中学砲丸投 菅原　一輝　２   8m17 大谷　祐貴　２   7m88 藤原　聖弥　２   7m25 秋葉　壮貴　１   6m86 緒方　雅真　１   4m38 佐藤　聡太郎１   4m24

W=5.000kg 山　形･天童四中 山　形･山形六中 山　形･天童四中 山　形･山大附中 山　形･山大附中 山　形･山大附中

凡例　NGR:大会新記録
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平成22年度 山形大学陸上競技会 決勝一覧表

平成２２年１０月３０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

30日 １００ｍ 五十嵐　理沙３ 12.52 丹　　　恵　２ 12.72 高橋　美咲　２ 12.77 齋藤　聖菜　１ 12.95 武田　千尋　M1 13.02 清野　文翔　３ 13.09 山田　夏輝　１ 13.18 烏　　侑亜　１ 13.27

山　形･山形北高  +1.5 山　形･上山明新館高  +1.5 山　形･山形商高  +1.5 山　形･山形大  +1.5 山　形･上山明新館高  +1.7 山　形･山形商高  +1.7 山　形･山形四中  +1.5

30日 ４００ｍ 齋藤　聖菜　１ 59.91 高橋　美咲　２ 59.93 丹　　　恵　２  1:00.50 伊藤　春香　１  1:00.62 上野　菜々子２  1:02.03 下島　千歩　１  1:02.12 渡部　香織　２  1:02.58 八月朔日美咲２  1:02.65

山　形･山形商高 山　形･上山明新館高 山　形･山形北高 山　形･山形商高 山　形･酒田三中 山　形･東北大 山　形･山形商高 山　形･東海大山形高

30日 ８００ｍ 前田　菜摘　２  2:26.09 磯辺　樹里　１  2:26.68 佐藤　琢美　３  2:27.38 鈴木　絵理　２  2:29.28 増川　萌瑛　２  2:32.74 門谷　優理　２  2:32.85 藤田　麻矢　２  2:33.42 伊藤　愛菜　１  2:34.09

山　形･山形城北高 山　形･日大山形高 山　形･高畠高 山　形･山形西高 山　形･山形西高 山　形･酒田三中 山　形･山形西高 山　形･山形六中

30日 ３０００ｍ 木村　奈津子３  9:51.53 小野　莉奈　１ 10:22.58 石川　理恵　１ 10:25.96 奥山　　碧　２ 10:27.46 遠藤　柚奈　２ 10:31.74 深瀬　真菜　３ 10:33.04 船山　千春　１ 10:35.16 髙橋　　舞　３ 10:35.54

山　形･上山明新館高 山　形･上山明新館高 山　形･山形東高 山　形･山形北高 山　形･山形五中 山　形･上山明新館高 山　形･山形西高 山　形･山辺高

30日 １００ｍＨ 菊地　　綾　２ 15.95 近藤　花寿美２ 16.69 阿部　奈生　３ 17.29 安部　詩織　２ 17.84 海藤　瑞絵　２ 18.65 加藤　憂華　１ 18.69 髙橋　夏葵　２ 18.97 櫻井　美侑　１ 20.45

(H=0.840m W=8.5m) 山　形･東北文教大  +0.1 山　形･山形北高  +0.1 山　形･上山明新館高  +0.1 山　形･長井高  +0.1 山　形･上山明新館高  +0.1 山　形･長井高  +0.1 山　形･長井高  +0.1 山　形･山形西高  +0.3

30日 ４×１００ｍ 上山明新館高Ａ 48.97 山形大 50.07 山形北高Ａ 51.71 山商ＯＢ 51.71 東海大山形高 52.08 上山明新館高Ｂ 53.14 酒田三中 53.62 長井高 54.22

   清野　文翔　３ NGR    檜山　里奈　２    丹　　　恵　２    國井　千織    太田　有香　２    海藤　瑞絵　２    齋藤　実彩　２    安部　詩織　２

   五十嵐　理沙３    山口　あゆみ４    松倉　未菜子２    國井　千穂　４    佐藤　美紅　１    會田　　舞　２    上野　菜々子２    佐藤　優香　１

   小関　果未　３    武田　梨沙　１    菅原　美幸　２    安彦　祐里枝    今野　智実　２    荒木　奈都美１    和島　美月　２    髙橋　夏葵　２

   高橋　美咲　２    武田　千尋　M1    近藤　花寿美２    菊地　　綾　２    八月朔日美咲２    伊藤　瑞希　１    副島　琴実　２    小形　聡美　２

30日 走高跳 菅生　麻由子３ 1m50 鈴木　祐衣　２ 1m50 若月　未来　２ 1m45 副島　琴実　２ 1m45 須藤　麻友　２ 1m40 竹野　春香　２ 1m35 髙橋　有香　２ 1m30

秋　田･富士大 山　形･山形四中 山　形･東海大山形高 山　形･酒田三中 山　形･山辺中 山　形･東北文教大 山　形･北村山高

髙橋　眞菜　１ 大類　成美　２

山　形･山形北高 山　形･天童高

30日 棒高跳 黒澤　実祥　２ 2m80 國井　千織 2m50 峯田　雪枝　１ 2m40 遠藤　歌織　１ 2m40

山　形･山形商高 山　形･天童市陸協 山　形･山形商高 山　形･楯岡高

30日 走幅跳 青木　成美　１   5m26 鈴木　　愛　４   5m17 後藤　文子　２   4m89 太田　有香　２   4m74 大城　繁美   4m63 小形　聡美　２   4m60 武田　梨沙　１   4m53 加藤　杏菜　１   4m44

山　形･山形西高  +1.5 山　形･仙台大  -0.3 山　形･山形東高  +1.1 山　形･東海大山形高  +1.4 山　形･山形ﾏｽﾀｰｽﾞ  +0.0 山　形･長井高  -0.5 山　形･山形大  -0.3 山　形･山形中央高  +0.9

30日 砲丸投 小野　　悠   9m97 半田　　楓　１   9m22 笹原　里菜　１   8m47 西村　愛里　１   8m09 三宅　奏子　２   7m68 青木　かりん１   7m28 三好　皐月　１   7m23 横山　綾香　２   5m99

W=4.000kg 山　形･山形TFC 山　形･山形中央高 山　形･山形中央高 山　形･東海大山形高 山　形･山形北高 山　形･山辺高 山　形･山形東高 山　形･上山明新館高

30日 円盤投 小泉　蕉子　２  30m50 小野　　悠  29m15 半田　　楓　１  27m05 三宅　奏子　２  24m76 笹原　里菜　１  23m71 金田　千佳　２  22m89 浅黄　美香　２  21m90 横山　綾香　２  21m70

W=1.000kg 山　形･山形大 山　形･山形TFC 山　形･山形中央高 山　形･山形北高 山　形･山形中央高 山　形･山形商高 山　形･谷地高 山　形･上山明新館高

30日 中学１００ｍＨ 峯田　麻美　２ 16.85 佐藤　有里乃２ 17.71 和島　智佐世２ 19.11 高内　樹奈　２ 19.15 今野　来捺　１ 20.45 阿部　真奈　１ 23.00

(H=0.762m W=8.0m)風-0.5 山　形･山大附中        NGR 山　形･山大附中 山　形･酒田三中 山　形･山形三中 山　形･酒田三中 山　形･酒田三中

30日 中学砲丸投 安斎　れんか１  10m69 殿岡　万里子２   6m23

W=2.721kg 山　形･山形三中 NGR 山　形･山形三中

凡例　NGR:大会新記録
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山　形･上山明新館高 +1.5 NGR


