
種目 中学男子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 11.30 +3.6 渡會　将之介(3) ﾜﾀﾗｲ ｼｮｳﾉｽｹ 余目中

2 11.49 +2.1 松田　優翔　(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 酒田四中

3 11.66 +2.1 土門　拓巳　(3) ﾄﾞﾓﾝ ﾀｸﾐ 酒田四中

4 11.68 -3.0 野口　雲斗矢(3) ﾉｸﾞﾁ ﾓﾄﾔ 天童三中

5 11.70 -2.4 鈴木　晧心　(3) ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾝ 陵東中

6 11.73 +0.8 武田　悠登　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 山形四中

7 11.75 +2.1 髙橋　寛人　(3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 酒田四中

8 11.82 -1.5 新堀　　奏　(3) ｼﾝﾎﾞﾘ ｿｳ 山形七中

8 11.82 -2.4 橋本　羽陽　(3) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔ 高畠中
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記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １１．０１ 小座間 知明 楯岡 31回 1993
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第56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 52.31 野口　雲斗矢(3) ﾉｸﾞﾁ ﾓﾄﾔ 天童三中

2 52.67 紺野　稜真　(3) ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾏ 白鷹中

3 54.02 阿部　慎之丞(3) ｱﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ 東桜学館中

4 54.12 渡會　将之介(3) ﾜﾀﾗｲ ｼｮｳﾉｽｹ 余目中

5 54.29 土門　拓巳　(3) ﾄﾞﾓﾝ ﾀｸﾐ 酒田四中

6 54.45 高橋　大史　(2) ﾀｶﾊｼ ﾀｲｼ 上山南中

7 54.57 大沼樹希斗　(3) ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭｷﾄ 葉山中

8 54.61 高山　俊輔　(3) ｺｳﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 天童三中

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



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 中学男子３０００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1  9:16.83 源田　修良　(3) ｹﾞﾝﾀﾞ ｼｭﾗ 余目中

2  9:32.44 太田　飛翔　(3) ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ 河北中

3  9:32.62 長澤　　遼　(3) ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳ 山形一中

4  9:32.75 齋藤　寧月 (3) ｻｲﾄｳ ﾈﾂﾞｷ 鳥海八幡中

5  9:33.89 矢萩　陽向　(3) ﾔﾊｷﾞ ﾋﾅﾀ 天童二中

6  9:34.47 松本　修哉　(3) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 東桜学館中

7  9:35.20 梅本　柊生　(3) ｳﾒﾓﾄ ｼｭｳ 福原中

8  9:35.37 石岡　　蓮　(3) ｲｼｵｶ ﾚﾝ 山形十中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ８：４７．０５ 荒生 実慧 酒田第一 52回 2015



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 中学男子走高跳

順位 所　　　　属 備   考

1 1m82 渡邉　陽仁　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 山形大附中

1 1m82 渡邉　壮大　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 河北中

3 1m79 加藤　颯大　(3) ｶﾄｳ ｿｳﾀ 葉山中

4 1m76 押切　柚貴　(3) ｵｼｷﾘ ﾕｽﾞｷ 大富中

5 1m70 西長　嵩良　(3) ﾆｼﾅｶﾞ ﾀｶﾗ 小国中

6 1m65 大島　克範　(2) ｵｵｼﾏ ｶﾂﾉﾘ 鶴岡三中

7 1m61 髙橋　海晴　(3) ﾀｶﾊｼ ｶｲｾｲ 河北中

8 1m60 須嵜　祥太　(3) ｽｻｷ ｼｮｳﾀ 米沢四中

8 1m60 竹下　海斗　(3) ﾀｹｼﾀ ｶｲﾄ 鶴岡三中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １ｍ８６ 村岡 健也 楯岡 46回 2008



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 中学男子走幅跳

順位 所　　　　属 備　　　考

1   6m21 +1.5 殿岡　稟太郎(2) ﾄﾉｵｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 沖郷中

2   6m06 +0.7 鑓水　翔太　(3) ﾔﾘﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 山形六中

3   6m05 0.0 鈴木　晧心　(3) ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾝ 陵東中

4   5m98 +3.6 中村　天良　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾗ 鶴岡五中

5   5m81 -0.6 髙谷　大佑　(3) ﾀｶﾔ ﾀﾞｲｽｹ 葉山中

6   5m74 +0.2 佐藤　希良　(3) ｻﾄｳ ｷﾗ 金井中

7   5m66 +2.0 志田　蒼士　(3) ｼﾀﾞ ｵｵｼ 天童四中

8   5m64 +3.8 早藤　海音　(2) ﾊﾔﾌｼﾞ ｱｵﾄ 酒田六中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ６ｍ５９ 朝烏 智廣 葉山 35回 1997

風：



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 中学男子砲丸投
（砲丸の重さ　　　５．０００㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  13m57 東海林　慎也(3) ﾄｳｶｲﾘﾝ ｼﾝﾔ 蔵王一中 大会新記録

2  12m32 庄司　磨生　(3) ｼｮｳｼﾞ ﾏｾｲ 河北中

3  11m87 齊藤　唯斗　(3) ｻｲﾄｳ ﾕｲﾄ 川西中

4  10m71 細谷　大智　(2) ﾎｿﾔ ﾀﾞｲﾁ 葉山中

5  10m23 庄司　智哉　(3) ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾔ 山形大附中

6  10m21 瀬尾　潤多　(3) ｾｵ ﾙｳﾀ 櫛引中

7  10m15 三浦　洸太　(3) ﾐｳﾗ ｺｳﾀ 櫛引中

8  10m09 伊藤　　渉　(3) ｲﾄｳ ｱﾕﾑ 櫛引中

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １３ｍ１２ 笹原 直也 玉野 44回 2006


