
種目 中学男子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 11.48 +2.2 伊藤　健治　(3) ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 鳥海八幡中

2 11.50 +2.5 結城　海輝　(3) ﾕｳｷ ｶｲｷ 天童一中

3 11.55 +2.5 鈴木　豪馬　(3) ｽｽﾞｷ ｺﾞｳﾏ 山形大附中

4 11.56 +2.2 中條　扇之介(3) ﾅｶｼﾞｮｳ ｾﾝﾉｽｹ 酒田四中

5 11.65 +0.7 伊藤　悠音　(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 赤湯中

6 11.66 +2.1 斎藤　　翼　(3) ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 天童四中

第54回山形県通信陸上競技大会

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １１．０１ 小座間 知明 楯岡 31回 1993

風：風：

7 11.70 +2.1 武田　渉夢　(3) ﾀｹﾀﾞ ｱﾕﾑ 山形二中

8 11.74 +3.9 帯刀　龍陽　(3) ﾀﾃﾜｷ ﾘｭｳﾋ 鶴岡三中



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 中学男子４００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 53.10 市川　日向　(3) ｲﾁｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 神町中

2 54.10 池田　諒介　(3) ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 山形十中

3 54.26 松田　夢大　(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 米沢七中

4 55.03 工藤　滉樹　(3) ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 東根一中

5 55.09 櫻井　伸吾　(3) ｻｸﾗｲ ｼﾝｺﾞ 山形五中

6 55.19 帯刀　龍陽　(3) ﾀﾃﾜｷ ﾘｭｳﾋ 鶴岡三中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ５１．６６ 山木 伝説 米沢第四 48回 2010

齋藤 諒平 米沢第三 51回 2014

7 55.27 髙橋　　翼　(3) ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ 酒田四中

8 55.33 押切　晃志郎(3) ｵｼｷﾘ ｺｳｼﾛｳ 大石田中
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種目 中学男子３０００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1  9:30.04 鈴木　隆介　(3) ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 山形十中

2  9:33.00 鎌田　匠馬　(2) ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾏ 山形十中

3  9:35.25 半澤　　康　(2) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾔｽｼ 上山南中

4  9:35.96 小池　悠以　(3) ｺｲｹ ﾕｳｲ 米沢三中

5  9:41.18 安孫子　嗣音(3) ｱﾋﾞｺ ｼｵﾝ 河北中

6  9:44.31 秋保　松平　(3) ｱｷﾎ ｼｮｳﾍｲ 天童三中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ８：４７．０５ 荒生 実慧 酒田第一 52回 2015

7  9:45.80 三浦　拓真　(3) ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 羽黒中

8  9:46.59 今　　宏太　(3) ｺﾝ ｺｳﾀ 小国中
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種目 中学男子走高跳

順位 所　　　　属 備   考

1 1m67 倉金　玲央　(3) ｸﾗｶﾈ ﾚｵ 尾花沢中

1 1m67 布施　聖長翔(3) ﾌｾ ﾏﾅﾄ 山寺中

3 1m65 伊藤　翔大　(3) ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾞｲ 川西中

4 1m58 佐藤　廉之佑(2) ｻﾄｳ ﾚﾝﾉｽｹ 酒田四中

4 1m58 丹野　靖大　(3) ﾀﾝﾉ ﾔｽﾋﾛ 山形四中

4 1m58 押切　大輔　(3) ｵｼｷﾘ ﾀﾞｲｽｹ 尾花沢中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １ｍ８６ 村岡 健也 楯岡 46回 2008

7 1m55 池田　理悟　(3) ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 鶴岡一中

7 1m55 森　　祥久　(2) ﾓﾘ ﾖｼﾋｻ 河北中

7 1m55 布施　英士　(3) ﾌｾ ｴｲｼﾞ 山寺中

7 1m55 齋藤　兼信　(2) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 小国中

7 1m55 今井　明人　(3) ｲﾏｲ ｱｷﾄ 米沢五中
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種目 中学男子走幅跳

順位 所　　　　属 備　　　考

1   5m95 +1.2 大場　滉介　(3) ｵｵﾊﾞ ｺｳｽｹ 米沢五中

2   5m88 +0.3 駒村　悠太　(2) ｺﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 米沢三中

3   5m80 -2.5 進藤　光介　(2) ｼﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 山形一中

4   5m78 +2.4 阿部　雄斗　(3) ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 鶴岡三中

5   5m75 -1.2 髙橋　颯大　(3) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 川西中

6   5m59 0.0 江口　雄大　(3) ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 山形十中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ６ｍ５９ 朝烏 智廣 葉山 35回 1997

風：

7   5m57 +1.0 本間　太陽　(3) ﾎﾝﾏ ﾀｲﾖｳ 福原中

8   5m47 +0.4 山田　賢毅　(3) ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｷ 川西中
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種目 中学男子砲丸投
（砲丸の重さ　　　５．０００㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  11m53 多田　直黄　(3) ﾀﾀﾞ ﾅｵｷ 葉山中

2  10m65 石黒　陽生　(3) ｲｼｸﾞﾛ ﾖｳｾｲ 鳥海八幡中

3  10m31 大場　健汰　(3) ｵｵﾊﾞ ｹﾝﾀ 鳥海八幡中

4  10m16 本間　慎之介(3) ﾎﾝﾏ ｼﾝﾉｽｹ 山辺中

5   9m68 五十嵐　圭祐　(3) ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｽｹ 東部中

6   9m51 菅原　佑太　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 酒田四中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １３ｍ１２ 笹原 直也 玉野 44回 2006

7   9m50 藤原　　駿　(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝ 河北中

8   9m48 齋藤　健鳳  (2) ｻｲﾄｳ ｹﾝﾎｳ 酒田六中


