
第７４回 国民体育大会陸上競技山形県予選会（成年の部） 決勝一覧表
２０１９年７月５日(金)～７日(日)

ＮＤソフトスタジアム山形

性別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

7/6 １００ｍ 伊藤　　輝　(2) 10.54 田中　慎太郎(M2) 10.65 瀬田　博貴　(5) 10.67 軽部　恭矢　(2) 10.76 渋谷　涼馬　(99) 10.86 今野　　陸　(97) 10.98 岩田　和樹　(1) 11.09

風:+1.3 山形大 山形大 山形大 山形大 酒田市陸協 酒田市陸協 仙台大

7/6 ４００ｍ 柴崎　悠斗　(2) 48.42 生亀　幸輝　(2) 48.45 奥村　　翔　(2) 50.00

東洋大 筑波大 山形大

7/7 ８００ｍ 吉田　賢太　(96)  1:58.47 吉田　　翔　(2)  1:59.99 芦野　泰規　(1) 2:01.32

山形市陸協 仙台大 仙台大

３位は予選の記録により順位付けを行った上位１名（決勝進出者が２名だったため）

7/6 １１０ｍＨ(1.067m) 古川　裕太郎(85) 14.09 伊藤　和弘　(1) 15.05 井上　大雅　(1) 15.31 柏倉　飛鳥　(94) 15.36

風:+1.4 山形市陸協 山形大 国際武道大 Team Accel

7/7 ４００ｍＨ(0.914m) 高橋　一心 (4) 51.56 今野　拓磨　(95) 51.71 青木　章馬　(2) 55.29 安田　直輝　(2) 57.25 萩原　沙哉隼(1) 58.82

上武大 酒田市陸協 山形大 山形大 山形大

7/6 ５０００ｍＷ 山田　康太　(94) 20:54.40 菅井　拓人　(92) 21:31.65 井上　大樹　(1) 21:44.30 三澤　　凌　(93) 22:19.11

（10000mW選考レース） 南陽東置賜陸協 寒河江市体協 山形大 山形市陸協

7/6 走高跳 石山　太一　(4) 2m05 矢作　大輔　(1) 1m96 兼子　太希　(3) 1m85 佐藤　　駿　(2) 1m80

山形大 山形大 東北工業大 山形大

7/6 三段跳 柏倉　康平　(4)  15m72 松田　　基　(1)  15m59 三宅　大誠　(3)  15m28 清野　　剛　(87)  15m02 曽我　憲伸　(2) 14m23 芦野　純哉　(2)  14m10 折原　慶将　(1)  13m97 安部　颯斗　(1) 13m81

山形大-0.3 筑波大+0.8 山形大+1.7 庄内ＡＣ+1.6 上武大-0.5 福島大+2.0 中京大+2.0 福井工業大-1.5

7/7 砲丸投(7.260kg) 松田　知利　(3)  14m71 星　　優介　(4)  14m02 出場者2名のみ

新潟医療福祉大 山形大

7/7 やり投(0.800kg) 宮田　　涼　(94)  67m56 小松　俊介　(90)  64m71 渡部　世瑛　(2)  61m04 宮田　　航　(97)  60m99 石川　聖也　(98)  52m81 武田　純平　(2) 49m91

山形市役所 庄内ＡＣ 仙台大 西村山地区陸協 ＫＡＣ 上武大

7/6 １００ｍ 菊地　　葵　(3) 12.31 酒井　栞奈　(1) 12.34 村山　詩織　(4) 12.61 高貝　美穂　(4) 12.74

風:-0.3 山形大 駿河台大 大東文化大 筑波大

7/6 ４００ｍ 若松　　涼　(3) 57.36 烏　　侑亜　(4) 58.70 出場者2名のみ

新潟医療福祉大 駿河台大

7/7 ４００ｍＨ(0.762m) 若松　　涼　(3)  1:02.09 出場者1名のみ

新潟医療福祉大

7/6 １５００ｍ 榎　　千遥　(3)  4:48.82 出場者1名のみ

山形大

7/7 ５０００ｍ 安部　日和　(2) 17:33.76 榎　　千遥　(3) 18:39.40 出場者2名のみ

城西国際大 山形大

7/6 ５０００ｍＷ 安達　桂子　(88) 24:24.96 秋場　　楓　(2) 27:23.29 土田　楓佳　(3) 27:44.32 髙橋　来心　(2) 30:10.15 金子　愛菜　(2) 30:30.63

（10000mW選考レース） ＫＡＣ 山形市立商高 山形城北高 東海大山形高 東海大山形高

7/6 走高跳 武田　萌伽　(2) 1m66 阿毛　清夏　(4) 1m58 鹿柴　杏香　(1) 1m55 情野　ひなた(3) 1m50 小野　愛奈　(3) 1m50 最林寺　悠　(3) 1m45 同順:舟山　弥杏　(3) 1m45 小林　琉奈　(1) 1m45

山形大 山形大 仙台大 九里学園高 東海大山形高 山形中央高 東海大山形高 九里学園高

7/7 棒高跳 杉沼　凜穂　(3) 3m20 高橋　　楓　(2) 3m00 池田　美優　(3) 2m90 秋生　千尋　(2) 2m80 香曽我部美怜(2) 2m70 工藤　美優　(2) 2m70

山形市立商高 山形市立商高 山形市立商高 山形市立商高 上山明新館高 山形市立商高

7/7 砲丸投(4.000kg) 齋藤　早希　(94)  12m91 佐藤　真実　(86)  11m16 出場者2名のみ

庄内ＡＣ 庄内ＡＣ

7/6 円盤投(1.000kg) 齋藤　早希　(94)  42m03 山口　和夏子(96)  16m13 出場者2名のみ

庄内ＡＣ 山形市陸協

7/7 やり投(0.600kg) 小川　　悠　(98)  38m29 中島　梨沙　(96)  35m70 出場者2名のみ

山形ＴＦＣ 山形市陸協

　　※ 女子５０００ｍＷ・女子走高跳・女子棒高跳は少年Ａからもエントリーできる。 凡例 KR：国体県予選新記録
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