
種目 中学男子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 11.36 +2.5 瀧口　和寿　(3) ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ 山形七中

2 11.48 +2.5 羽柴穣之介　(3) ﾊｼﾊﾞ ｼﾞｮｳﾉｽｹ 神町中

3 11.53 -0.3 大場　心太朗(3) ｵｵﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 東根一中

4 11.58 +2.5 戸田　　樹　(3) ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 山形七中

5 11.60 -1.2 五十嵐　響　(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾋﾞｷ 高畠中

6 11.68 +2.5 野口　雲斗矢(2) ﾉｸﾞﾁ ﾓﾄﾔ 天童三中
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記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １１．０１ 小座間 知明 楯岡 31回 1993

風：風：

7 11.75 -0.3 山口　雄大　(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 上山南中

8 11.83 +0.1 鈴木　皓心　(2) ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾝ 陵東中

8 11.83 +1.8 松田　龍仁　(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 葉山中
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種目 中学男子４００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 54.21 市川　慶伍　(2) ｲﾁｶﾜ ｹｲｺﾞ 高畠中

2 55.22 紺野　稜真　(2) ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾏ 白鷹中

3 55.25 丹野　　陸　(3) ﾀﾝﾉ ﾘｸ 上山南中

4 55.34 阿部　力生　(3) ｱﾍﾞ ﾘｷ 朝日中

5 55.78 土門　拓巳　(2) ﾄﾞﾓﾝ ﾀｸﾐ 酒田四中

6 55.79 石垣　朱里斗(3) ｲｼｶﾞｷ ｼｭﾘﾄ 河北中

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 55.84 遠田　結喜　(3) ｴﾝﾀ ﾕｳｷ 遊佐中

8 55.86 岡崎　晴仁　(3) ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 天童三中
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種目 中学男子３０００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1  9:09.52 木村　快斗　(3) ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 陵南中

2  9:10.53 半澤　　康　(3) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾔｽｼ 上山南中

3  9:11.74 細谷　建斗　(3) ﾎｿﾔ ｹﾝﾄ 山形一中

4  9:23.76 菊地　道登　(2) ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ 大江中

5  9:25.18 伊藤　　徹　(3) ｲﾄｳ ﾃﾂ 東部中

6  9:32.02 丸子　晴樹　(3) ﾏﾙｺ ﾊﾙｷ 赤湯中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ８：４７．０５ 荒生 実慧 酒田第一 52回 2015

7  9:33.22 太田　飛翔　(2) ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ 河北中

8  9:33.88 田中　悠太郎(3) ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 金井中
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種目 中学男子走高跳

順位 所　　　　属 備   考

1 1m79 森　　祥久　(3) ﾓﾘ ﾖｼﾋｻ 河北中

2 1m76 渡邉　陽仁　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 山形大附中

2 1m76 渡邉　壮大　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 河北中

4 1m73 齋藤　兼信　(3) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 小国中

5 1m70 今　　順聖　(3) ｺﾝ ｼﾞｭﾝｾｲ 小国中

6 1m64 加藤　颯大　(2) ｶﾄｳ ｿｳﾀ 葉山中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １ｍ８６ 村岡 健也 楯岡 46回 2008

7 1m61 庄司　夢希　(3) ｼｮｳｼﾞ ｲﾌﾞｷ 福原中

7 1m61 押切　柚貴　(2) ｵｼｷﾘ ﾕｽﾞｷ 大富中
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種目 中学男子走幅跳

順位 所　　　　属 備　　　考

1   6m19 +1.4 松田　龍仁　(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 葉山中

2   6m10 +2.0 戸田　涼太　(3) ﾄﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 大石田中

2   6m10 +0.4 駒村　悠太　(3) ｺﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 米沢三中

4   5m74 +1.2 皆川　泰毅　(3) ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ 米沢五中

5   5m69 +1.3 武田　悠登　(2) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 山形四中

6   5m60 +2.6 山本　輝音　(3) ﾔﾏﾓﾄ ｷﾗﾄ 山形四中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ６ｍ５９ 朝烏 智廣 葉山 35回 1997

風：

7   5m57 +2.2 渡辺　恭平　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 山辺中

7   5m57 +2.5 岡崎　晴仁　(3) ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 天童三中
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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  11m15 齋藤　健鳳　(3) ｻｲﾄｳ ｹﾝﾎｳ 酒田六中

2  10m94 赤松　大地　(3) ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 楯岡中

3  10m31 板垣　颯馬　(3) ｲﾀｶﾞｷ ｿｳﾏ 藤島中

4  10m26 東海林　慎也(2) ﾄｳｶｲﾘﾝ　ｼﾝﾔ 蔵王一中

5  10m24 布施　和規　(3) ﾌｾ ｶｽﾞｷ 山寺中

6  10m22 齊藤　唯斗　(2) ｻｲﾄｳ ﾕｲﾄ 川西中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １３ｍ１２ 笹原 直也 玉野 44回 2006

7  10m05 吉田　優希　(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 山形一中

8   9m63 最林寺　秀尊(3) ｻｲﾘﾝｼﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 山辺中


