
種目 一般・高校男子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 10.61 +4.4 軽部　恭矢　(2) ｶﾙﾍﾞ ｷｮｳﾔ 山形大

2 10.71 +1.7 田中　慎太郎(M2) ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 山形大

3 10.85 +4.4 瀬田　博貴　(5) ｾﾀ ﾋﾛｷ 山形大

4 10.92 +1.1 松田　夢大　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 米沢中央高

5 10.96 +1.7 渋谷　涼馬 ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾏ 酒田市陸協

6 10.99 +5.4 成冨　一吹　(2) ﾅﾘﾄﾐ ｲﾌﾞｷ 鶴岡工高

7 11.08 +1.9 佐藤　佑哉 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 酒田市陸協

8 11.09 +2.4 芳賀　優亮 ﾊｶﾞ ﾕｳｽｹ ＫＡＣ

第56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：



第56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 50.34 軽部　恭矢　(2) ｶﾙﾍﾞ ｷｮｳﾔ 山形大

2 50.36 奥村　　翔　(2) ｵｸﾑﾗ ｶｹﾙ 山形大

3 51.37 山本　大輝　(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 米沢興譲館高

4 51.96 青木　章馬　(2) ｱｵｷ ｼｮｳﾏ 山形大

5 52.10 杉山　　侑　(5) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ 山形市陸協

6 52.32 齋藤　兼信　(1) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 九里学園高

7 53.51 西山　隼平　(2) ﾆｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山形大

8 53.52 中島　　崇　(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ 山形市陸協

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４８．３６ 堀 陽介 明治大 39回 2001



第56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  4:13.31 吉田　賢太　(4) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ 山形市陸協

2  4:13.60 秋保　松平　(2) ｱｷﾎ ｼｮｳﾍｲ 酒田南高

3  4:14.51 齋藤　凌雅　(2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 酒田南高

4  4:15.54 伊藤　　徹　(1) ｲﾄｳ ﾃﾂ 酒田南高

5  4:15.61 青木　顕太　(3) ｱｵｷ ｹﾝﾀ 山形中央高

6  4:15.91 細谷　建斗　(1) ﾎｿﾔ ｹﾝﾄ 東海大山形高

7  4:16.62 大内　空輝　(3) ｵｵｳﾁ ﾀｶｷ 酒田南高

8  4:17.02 佐藤　俊介　(3) ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 九里学園高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ３：５４．７８ ﾒｼｬｸ ﾑﾝｸﾞﾃｨ ＮＤソフト 55回 2018



第56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 15:31.98 後藤　拓馬 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 鶴岡市陸協

2 16:09.60 平間　大輝　(2) ﾋﾗﾏ ﾀﾞｲｷ 東海大山形高

3 16:11.95 関　　碧依　(2) ｾｷ ｱｵｲ 東海大山形高

4 16:32.08 加藤　大智　(3) ｶﾄｳ ﾋﾛﾄﾓ 山形大

5 16:37.99 奥出　晶太　(3) ｵｸﾃﾞ ｼｮｳﾀ 東海大山形高

6 16:38.41 佐藤　智武 ｻﾄｳ ﾄﾓﾀｹ 鶴岡市陸協

7 16:49.03 瀧口　悠斗　(2) ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 東海大山形高

8 17:05.06 新井　佑生　(1) ｱﾗｲ ﾕｳｷ 東海大山形高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １４：３９．８ 矢口 栄一 神町自衛隊 36回 1998



第56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 2m00 石山　太一　(4) ｲｼﾔﾏ ﾀｲﾁ 山形大

2 1m85 栁澤　　友希(3) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｷ 九里学園高

2 1m85 佐藤　　駿　(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝ 山形大

4 1m79 伊藤　翔大　(2) ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾞｲ 長井高

5 1m75 竹田　健人　(3) ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 山形中央高

5 1m75 矢作　大輔　(1) ﾔﾊｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山形大

5 1m75 樋口　優真　(3) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 山形学院高

8 1m73 今　　順聖　(1) ｺﾝ ｼﾞｭﾝｾｲ 米沢中央高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ２ｍ０６ 片桐 博幸 日本大 32回 1994



第56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   7m20 +1.9 柏倉　康平　(4) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｺｳﾍｲ 山形大

2   7m06 +2.2 清野　　剛 ｾｲﾉ ｺﾞｳ 庄内ＡＣ

3   6m70 +2.1 駒村　悠太　(1) ｺﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 米沢中央高

4   6m55 +3.2 渡部　　輝　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 鶴岡工高

5   6m33 +3.4 本間  太陽　(2) ﾎﾝﾏ ﾀｲﾖｳ 山形中央高

6   5m93 +4.1 芦野　大輔 ｱｼﾉ ﾀﾞｲｽｹ 山形ＴＦＣ

7   5m88 +1.6 横山　湧大　(1) ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 山形中央高

8   5m86 +0.7 酒井　比呂　(2) ｻｶｲ ﾋﾛ 九里学園高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ７ｍ３２ 佐藤 陽一 酒田市陸協 27回 1989

風：



第56回山形県通信陸上競技大会

種目 一般男子砲丸投
（砲丸の重さ　　　７．２６０㎏）

順位 所　　　　属 備　　　考

1  10m63 佐藤　大作 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｻｸ 山形ＴＦＣ

2  10m37 難波　久彦 ﾅﾝﾊﾞ ﾋｻﾋｺ 鶴岡市陸協

3   7m45 梅津　潔志 ｳﾒﾂ ｷﾖｼ 鶴岡市陸協

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １４ｍ５４ 高橋 邦男 山形県庁 20回 1982



第56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  33m88 佐藤　大作 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｻｸ 山形ＴＦＣ

2  25m27 那須　新大 ﾅｽ ｱﾗﾀ 西置賜地区陸協

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４７ｍ２８ 金井 澄男 酒田西高教 26回 1988



第56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  60m54 松本　大和　(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾏﾄ 酒田光陵高

2  56m76 宮田　　航 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ 西村山地区陸協

3  53m52 加藤　大輝　(3) ｶﾄｳ ﾀｲｷ 米沢商高

4  51m73 佐藤　　支 ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ 鶴岡市陸協

5  48m85 石川　聖也 ｲｼｶﾜ ｾｲﾔ ＫＡＣ

6  48m61 清和　大心　(3) ｾｲﾜ ﾀｲｼﾝ 鶴岡工高

7  43m16 五十嵐圭祐　(2) ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｽｹ 酒田東高

8  42m85 安藤　雄太　(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 酒田光陵高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ６５ｍ２９ 斎藤 翼 山形ＴＦＣ 46回 2008



第56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  14m25 大場　健汰　(2) ｵｵﾊﾞ ｹﾝﾀ 酒田光陵高

2  12m47 多田　直黄　(2) ﾀﾀﾞ ﾅｵｷ 村山産高

3  10m26 清和　大心　(3) ｾｲﾜ ﾀｲｼﾝ 鶴岡工高

4  10m14 本間　琢巳　(3) ﾎﾝﾏ ﾀｸﾐ 鶴岡北高

5   9m93 武者　尚希　(1) ﾑｼｬ ﾅｵｷ 九里学園高

6   9m87 關　　開誠　(1) ｾｷ ｶｲｾｲ 米沢中央高

7   9m17 佐藤　隼介　(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 鶴岡中央高

8   9m07 佐久間　涼　(2) ｻｸﾏ ﾘｮｳ 米沢中央高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １５ｍ１６ 松田 知利 庄内総合高 53回 2016



第56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  36m45 關　　開誠　(1) ｾｷ ｶｲｾｲ 米沢中央高

2  33m00 多田　直黄　(2) ﾀﾀﾞ ﾅｵｷ 村山産高

3  32m59 本間　勇翔　(3) ﾎﾝﾏ ﾕｳﾄ 山形明正高

4  30m18 齋藤　健鳳　(1) ｻｲﾄｳ ｹﾝﾎｳ 酒田光陵高

5  30m13 丸藤　学　(3) ｶﾞﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ 酒田光陵高

6  29m66 岡部　隼也　(2) ｵｶﾍﾞ ﾄｼﾔ 長井高

7  28m89 佐久間　涼　(2) ｻｸﾏ ﾘｮｳ 米沢中央高

8  27m66 阿部　凌太　(2) ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 山形明正高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ４６ｍ８４ 松田 知利 庄内総合高 53回 2016


