
 

山形陸上競技協会 

第２６回強化記録会 
兼 第６６回国民体育大会陸上競技成年の部予選会 

 

 
 

 

 

期日 平成２３年６月２５日（土） 

場所 ＮＤソフトスタジアム山形（円盤投以外） 

   山形県総合運動公園補助陸上競技場（円盤投） 

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 11 06 0320 

競技場コード 061030 ＮＤソフトスタジアム山形 

       063050 山形県総合運動公園補助陸上競技場（ハンマー投のみ） 
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山形陸上競技協会 第２６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 

跳躍競技審判長 鈴 木 重 和 

投擲競技審判長 金 田 栄一郎 

   〃 武 田 政 幸 

記 録 主 任 佐 藤 正 寿 
 

《新記録等一覧》 

  山形県中学タイ記録 

  女子 棒高跳（オープン参加）  ２ｍ８０ 村田 伊鞠  山形ＴＦＣ（山形六中３年） 

 

 

 

 

 

 

 

グラウンド・コンディション 

 日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所名

2011年6月25日  9:00 曇り 22.2℃ 63.0% 北西 0.5m/s 競技場

10:00 曇り 21.5℃ 65.5% 北 0.9m/s

11:00 曇り 22.2℃ 66.0% 北 0.8m/s

12:00 曇り 22.2℃ 67.1% 北 1.6m/s

13:00 曇り 22.3℃ 66.0% 北東 0.7m/s

14:00 曇り 22.4℃ 63.8% 北東 0.3m/s

15:00 曇り 22.4℃ 57.5% 北東 1.0m/s

16:00 曇り 21.9℃ 52.7% 北東 1.6m/s
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山形陸上競技協会第２６回強化記録会
11060320

兼 第６６回国民体育大会陸上競技大会成年の部山形県予選会
決勝一覧表

NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ山形/山形県総合運動公園補助陸上競技場
種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 6/25 安孫子　充裕(88) 10.67/+0.4

山形・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾁｯｸ

大石　　唯　(84) 10.81/+0.4

山形・山形市役所

大木　貴弘　(82) 11.03/+0.4

山形・山形ＴＦＣ

坂野　勇夢　(89) 12.03/+0.4

山形・米沢市陸協

渡邉　大介　(6) 12.12/+0.4

山形・山形大

４００ｍ 6/25 大木　貴弘　(82) 48.78

山形・山形ＴＦＣ

坂野　勇夢　(89) 57.41

山形・米沢市陸協

１５００ｍ 6/25 永瀬　克也　(88)  4:04.51

山形・西村山地区陸協

須藤　　朗　(87)  4:14.35

山形・ＪＡやまがた

八鍬　智光　(89)  4:14.42

山形・村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

堀江　和臣　(83)  4:19.09

山形・ＪＡやまがた

１１０ｍＨ

(1.067m)

6/25 全員棄権

棒高跳 6/25 出場者全員記録なし

走幅跳 6/25 半澤　宏樹　(86)   5m74/+0.1

山形・村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

ハンマー投

(7.260kg)

6/25 青柳　　勉　(89)  39m95

山形・村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

伊藤　　悟　(92)  36m25

山形・山形ＴＦＣ

ハンマー投・高校１年

(6.000kg)

6/25 星川　真瑠　(1)  26m46

山形・山形電波工高

佐藤　秀吉　(1)  22m97

山形・山形明正高

やり投

(0.800kg)

6/25 伊藤　　悟　(92)  44m62

山形・山形ＴＦＣ

男子

１５００ｍ 6/25 鈴木　真奈美(86)  4:37.52

山形・山形大学ＡＣ

５０００ｍ 6/25 五十嵐　藍　(88) 16:35.23

京都・シスメックス

棒高跳 6/25 菊地　　綾　(90) 2m30

山形・山形ＴＦＣ

棒高跳

オープン

6/25 村田　伊鞠　　山形TFC（山形六中・３年）

2m80 山形県中学タイ記録

三段跳

(普及種目)

6/25 菊地　　綾　(90)  10m64/+2.2

山形・山形ＴＦＣ

佐藤　涼葉　(1)  10m39/+1.3

山形・楯岡高

砲丸投

(4.000kg)

6/25 大河原　悠希(89)   7m66

山形・米沢市陸協

ハンマー投

(4.000kg/普及種目)

6/25 小野　　悠　(87)  38m49

山形・山形大学ＡＣ

鈴木　珠奈　(1)   9m08

山形・山形明正高

女子
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男子 １００ｍ 決　勝  6月25日 11:40

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

 決　勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   5 6051
安孫子　充裕(88)
ｱﾋﾞｺ ﾐﾂﾋﾛ

山　形・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾁｯｸ   10.67

  2   4 6407
大石　　唯　(84)
ｵｵｲｼ ﾕｲ

山　形・山形市役所   10.81

  3   6 6311 大木　貴弘　(82)
ｵｵｷ ﾀｶﾋﾛ

山　形・山形ＴＦＣ   11.03

  4   7 3094
坂野　勇夢　(89)
ｻｶﾉ ｲｻﾑ

山　形・米沢市陸協   12.03

  5   8  101
渡邉　大介　(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

山　形・山形大   12.12

  3 3951
大橋　卓馬　(89)
ｵｵﾊｼ ﾀｸﾏ

山　形・山形市陸協 DNS

男子 １５００ｍ 決　勝  6月25日 12:05

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   2 4253
永瀬　克也　(88)
ﾅｶﾞｾ ｶﾂﾔ

山　形・西村山地区陸協 4:04.51

  2   4 6873 須藤　　朗　(87)
ｽﾄｳ ｱｷﾗ

山　形・ＪＡやまがた 4:14.35

  3   1 6837
八鍬　智光　(89)
ﾔｸﾜ ﾄﾓﾋﾛ

山　形・村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 4:14.42

  4   3 6872
堀江　和臣　(83)
ﾎﾘｴ ｶｽﾞｵﾐ

山　形・ＪＡやまがた 4:19.09

男子 ４００ｍ 決　勝  6月25日 14:50

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   4 6311
大木　貴弘　(82)
ｵｵｷ ﾀｶﾋﾛ

山　形・山形ＴＦＣ   48.78

  2   5 3094
坂野　勇夢　(89)
ｻｶﾉ ｲｻﾑ

山　形・米沢市陸協   57.41

凡例（DNS:欠    場）
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男子 走幅跳 決　勝  6月25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　(86)
ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾛｷ

山　形
村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

  5m74
+0.1

  ×   ×
 5m74
+0.1

  1 6314
山田　哲士　(85)
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

山　形
山形ＴＦＣ

  ×   ×   × NM 

男子 １１０ｍＨ(1.067m) 決　勝  6月25日 13:25

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 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:

  4 6840 阿部　裕貴　(87)
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ

山　形・村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ DNS

凡例（DNS:欠    場）

凡例（NM :記録なし）

男子 棒高跳 決　勝  6月25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 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 6832
阿部　祐史　(87)
ｱﾍﾞ ﾕｳｼ

山　形
村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

-   -   x x x NM 

  2  557
渡辺　　翔　(D3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ

山　形
国士舘大

x x x       NM 

凡例（NM :記録なし）
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男子高校 ハンマー投(6.000kg) 決　勝  6月25日 14:00

山形県高校記録　　　58m58　　高橋　幸司　(山形中央)　　　2006
県選手権標準記録　　35m00(6.000kg)

 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  322
星川　真瑠　(1)
ﾎｼｶﾜ ﾏｻﾙ

山　形
山形電波工高

 26m46   × 26m46

  2  1  298
佐藤　秀吉　(1)
ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾖｼ

山　形
山形明正高

 22m97 22m97

男子 ハンマー投(7.260kg) 決　勝  6月25日 14:00

山形県記録　　　　62m48　　髙桑　秀郎　(羽陽短大教)　　　1996
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　(89)
ｱｵﾔｷﾞ ｽｽﾑ

山　形
村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 39m95   × 39m95

  2  1 6329
伊藤　　悟　(92)
ｲﾄｳ ｻﾄﾙ

山　形
山形ＴＦＣ

 36m25   × 36m25

男子 やり投(0.800kg) 決　勝  6月25日 14:30

山形県記録　　　　68m43　　斉藤　　翼　(山形ＴＦＣ)　　　2007
県選手権標準記録　48m00

 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 6329
伊藤　　悟　(92)
ｲﾄｳ ｻﾄﾙ

山　形
山形ＴＦＣ

  ×  41m76  44m62 44m62
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女子 １５００ｍ 決　勝  6月25日 11:50

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
女子少年Ｂ1500ｍ１組（国体高校地区予選）と同時スタート

 決　勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1 6351
鈴木　真奈美(86)
ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ

山　形・山形大学ＡＣ 4:37.52

女子 棒高跳 決　勝  6月25日 10:30

山形県記録　　　　3m60　　宇野　あす賀　(国際武道大)　　　2002
山形県中学記録　　2m80　　新藤　朝美　　(天童一中)　　　　2004
県選手権標準記録　2m50

 決　勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 2m00 2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2 6328
菊地　　綾　(90)
ｷｸﾁ ｱﾔ

山　形
山形ＴＦＣ

o   o   o   x o  x x x                2m30

  1 6330村田　伊鞠　(J3)
ﾑﾗﾀ ｲﾏﾘ

山　形
山形ＴＦＣ

-   -   -   o   o   o   o   o   o   x x x 2m80 OPN =YC

凡例（=YC:山形県中学ﾀｲ記録/ OPN:オープン参加）

女子 ５０００ｍ 決　勝  6月25日 15:36

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)

 決　勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1 2399
五十嵐　藍　(88)
ｲｶﾞﾗｼ ｱｲ

京　都・シスメックス 16:35.23
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女子 砲丸投(4.000kg) 決　勝  6月25日 10:00

山形県記録　　　　13m51　　市川　久美子　(城北女高)　　　1987　　　
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  1 3122
大河原　悠希(89)
ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳｷ

山　形
米沢市陸協

  ×   7m24   7m66  7m66

女子普及種目 ハンマー投(4.000kg) 決　勝  6月25日 14:00

山形県記録　　　　46m15　　小野　　悠　(山形大)　　　2009
県選手権標準記録　20m00

 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 6352
小野　　悠　(87)
ｵﾉ ﾊﾙｶ

山　形
山形大学ＡＣ

 38m49 38m49

  2  1  216
鈴木　珠奈　(1)
ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾅ

山　形
山形明正高

  ×   ×   9m08  9m08

女子普及種目 三段跳 決　勝  6月25日 15:30

山形県記録　　　　12m25　　斎藤　恭子　(日体大)　　　1990　　　
県選手権標準記録　 9m00

 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 6328
菊地　　綾　(90)
ｷｸﾁ ｱﾔ

山　形
山形ＴＦＣ

 10m64
+2.2

  ×
 10m42
+2.4

10m64
+2.2

  2  1  420
佐藤　涼葉　(1)
ｻﾄｳ ｽｽﾞﾊ

山　形
楯岡高

 10m39
+1.3

  ×
 10m21
+2.4

10m39
+1.3


