
種目 一般・高校男子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 10.81 +4.8 住石　海希　(2) ｽﾐｲｼ ﾋﾛｷ 酒田東高

1 10.81 +1.1 柴崎　悠斗　(3) ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳﾄ 米沢中央高

3 10.87 +4.8 渋谷　涼馬　(3) ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾏ 酒田光陵高

4 10.88 +2.2 安孫子　充裕 ｱﾋﾞｺ ﾐﾂﾋﾛ 山形市役所

5 10.91 +0.8 齋藤　諒平　(3) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 九里学園高

6 10.93 +3.3 佐藤　俊平　(3) ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 庄内総合高

第54回山形県通信陸上競技大会

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １０．６０ 大石 唯 山形大 47回 2009

風：

7 10.95 +1.3 田中　慎太郎(4) ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 山形大

7 10.95 +3.3 池田　恒太　(3) ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀ 酒田光陵高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校男子４００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 48.42 生亀　幸輝　(3) ｲｷｶﾒ ｺｳｷ 山形中央高

2 48.92 市川　広樹　(3) ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｷ 山形大

3 50.24 寒河江　碧　(3) ｻｶﾞｴ ﾍｷﾙ 米沢中央高

4 50.79 三上　諒樹　(5) ﾐｶﾐ ﾏｻｷ 山形大

5 51.14 石澤　晴哉　(3) ｲｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ 米沢中央高

6 51.22 後藤　健太郎(3) ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 山形学院高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４８．３６ 堀 陽介 明治大 39回 2001

7 51.31 髙橋　　碧　(2) ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 山形商高

8 51.37 信夫　龍成　(2) ｼﾉﾌﾞ ﾘｭｳｾｲ 米沢中央高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校男子１５００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1  3:59.96 森谷　修平 ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ 山形市役所

2  4:04.24 荒生　実慧　(2) ｱﾗｵ ﾏｻﾄ 酒田南高

3  4:04.89 野口　　颯　(2) ﾉｸﾞﾁ ｿｳ 酒田南高

4  4:07.12 小川　裕介　(3) ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 東海大山形高

5  4:07.87 阿部　雅史　(2) ｱﾍﾞ ﾏｻｼ 酒田南高

6  4:10.43 神保　礼人　(2) ｼﾞﾝﾎﾞ ﾉﾘﾋﾄ 東海大山形高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ３：５８．０ 高橋 勇 山形市陸協 28回 1990

7  4:11.07 髙橋　涼太　(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 酒田南高

8  4:11.21 落合　亮太　(3) ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ 山形大



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校男子５０００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 15:19.01 後藤　拓馬 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 鶴岡市陸協

2 15:47.19 吉泉　　亘 ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾜﾀﾙ 鶴岡市陸協

3 15:57.50 齋藤　貴志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 鶴岡市陸協

4 16:24.06 五十嵐　宇駿 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾄｼ 鶴岡市陸協

5 16:29.14 高橋　和人　(2) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄ 山形南高

6 16:30.36 松浦　太郎　(1) ﾏﾂｳﾗ ﾀﾛｳ 酒田南高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １４：３９．８ 矢口 栄一 神町自衛隊 36回 1998

7 16:33.89 佐藤　智武 ｻﾄｳ ﾄﾓﾀｹ 鶴岡市陸協

8 16:45.30 佐藤　凱有　(3) ｻﾄｳ ｶﾞｲｱ 東海大山形高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校男子走高跳

順位 所　　　　属 備   考

1 2m03 石山　太一　(2) ｲｼﾔﾏ ﾀｲﾁ 山形大

2 1m94 佐藤　隆生　(1) ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 酒田光陵高

3 1m89 髙橋　瀬那　(2) ﾀｶﾊｼ ｾﾅ 酒田光陵高

4 1m88 渡部　　翼　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 庄内総合高

5 1m80 芦野　大輔 ｱｼﾉ ﾀﾞｲｽｹ 山形ＴＦＣ

5 1m80 土田　滉貴　(3) ﾂﾁﾀﾞ ｺｳｷ 酒田光陵高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ２ｍ０６ 片桐 博幸 日本大 32回 1994

7 1m75 栁澤　友希　(1) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｷ 九里学園高

8 1m73 剱持　俊祐　(3) ｹﾝﾓﾂ ｼｭﾝｽｹ 鶴岡工高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校男子走幅跳

順位 所　　　　属 備　　　考

1   7m02 +3.0 三宅　大誠　(1) ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 山形大

2   6m94 +1.2 曽我　憲伸　(3) ｿｶﾞ ｹﾝｼﾝ 九里学園高

3   6m79 +0.6 五十嵐　祐人(3) ｲｶﾗｼ ﾕｳﾄ 鶴岡工高

4   6m78 +0.2 柏倉　康平　(2) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｺｳﾍｲ 山形大

5   6m73 +3.1 山本　祥平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 酒田市陸協

6   6m59 +2.6 相原　隼耶　(3) ｱｲﾊﾗ ｼｭﾝﾔ 山形大

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ７ｍ３２ 佐藤 陽一 酒田市陸協 27回 1989

風：

7   6m58 +1.6 髙橋　一臣　(2) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄﾐ 酒田南高

8   6m57 +2.6 折原　慶将　(2) ｵﾘﾊﾗ ｹｲｽｹ 山形中央高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般男子円盤投
（円盤の重さ　　　２．０００㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  32m06 金井　澄男 ｶﾅｲ ｽﾐｵ 鶴岡市陸協

2  31m52 佐藤　大作 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｻｸ 西村山地区陸協

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４７ｍ２８ 金井 澄男 酒田西高教 26回 1988



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 一般・高校男子やり投
（やりの重さ　　　０．８００㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  62m17 佐藤　　支 ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ 鶴岡市陸協

2  58m70 小松　俊介 ｺﾏﾂ ｼｭﾝｽｹ 庄内ＡＣ

3  54m74 堀　　有馬　(3) ﾎﾘ ﾕｳﾏ 酒田光陵高

4  52m55 髙木　黒朱　(3) ﾀｶｷﾞ ｸﾛｽ 米沢中央高

5  50m82 佐藤　拓実（3） ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 酒田西高

6  47m60 宮本　峻佑　(2) ﾐﾔﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 九里学園高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ６５ｍ２９ 斎藤 翼 山形ＴＦＣ 46回 2008

7  47m06 髙橋　翔太　(3) ﾀｶﾅｼ ｼｮｳﾀ 高畠高

8  44m18 岡　　悠太　(3) ｵｶ ﾕｳﾀ 山形中央高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 高校男子砲丸投
（砲丸の重さ　　　６．０００㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  13m63 笹原　僚真　(3) ｻｻﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 山形中央高

2  13m07 渡部　恭平　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 酒田光陵高

3  12m20 鈴木　優作　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 谷地高

4  11m30 仁藤　　柊　(3) ﾆﾄｳ ｼｭｳ 谷地高

5  10m93 秋葉　大輔　(3) ｱｷﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 村山産高

6  10m68 清野　慶大　(3) ｾｲﾉ ｹｲﾀ 山形南高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １５ｍ１６ 松田 知利 庄内総合高 53回 2016

7  10m66 瀬尾　晴大　(3) ｾｵ ﾊﾙﾄ 鶴岡工高

8  10m26 秋葉　俊介　(2) ｱｷﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 天童高



第54回山形県通信陸上競技大会

種目 高校男子円盤投
（円盤の重さ　　　１．７５０㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  34m10 笹原　僚真　(3) ｻｻﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 山形中央高

2  32m91 宮内　敦史　(2) ﾐﾔｳﾁ ｱﾂｼ 酒田光陵高

3  30m16 仁藤　　柊　(3) ﾆﾄｳ ｼｭｳ 谷地高

4  29m95 髙木　黒朱　(3) ﾀｶｷﾞ ｸﾛｽ 米沢中央高

5  29m54 土田　雄大　(2) ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山形商高

6  29m10 後藤　　光　(3) ｺﾞﾄｳ ﾋｶﾙ 村山産高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４６ｍ８４ 松田 知利 庄内総合高 53回 2016

7  29m04 菅原　隆矢　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾔ 鶴岡工高

8  28m97 石井　竜也　(3) ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 村山産高




