
第77回 国民体育大会陸上競技山形県予選会（成年の部） 2022年7月15日(金)～17日(日)

決勝一覧表

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

7/16 １００ｍ 伊藤　　輝　(99) 10.54 軽部　恭矢　(99) 10.65 岩田　健太郎(3) 10.87 羽柴　穣之介(1) 10.91 工藤　雄斗　(M1) 10.91 樋口　泰誠　(4) 11.02

風:-0.7 ミクロン精密 NDソフト 山形大 山形大 山形大 仙台大

7/17 ２００ｍ 今野　　陸　(97) 21.79 工藤　雄斗　(M1) 22.07 岩田　和樹　(4) 22.13 軽部　恭矢　(99) 27.86

風：-0.3 酒田市陸協 山形大 仙台大 NDソフト

7/16 ４００ｍ 佐藤　　蓮　(4) 49.88

福島大

出場者は1名のみ

7/17 ８００ｍ 佐藤　雅紅　(2)  1:56.65 神保　礼人　(00)  1:56.79 市川　慶伍　(1)  1:56.81

駿河台大 山形ﾐｰﾄﾗﾝﾄﾞ 日本体育大

7/16 １１０ｍＨ 岡崎　晴仁　(1) 15.32 井上　大雅　(4) 15.45 安田　直輝　(5) 16.72

(1.067m/9.14m) 山形大 +0.7 国際武道大 +0.7 山形大 -1.5
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）

7/17 ４００ｍＨ 柴崎　駿希　(3) 51.90 齋藤　兼信　(1) 53.53 國井　太陽　(4) 55.31 伊藤　康生　(3) 58.93

(0.914m/35m) 東洋大 山形大 山形大 山形大

7/17 ３０００ｍＳＣ 佐藤　真二　(91)  9:53.05 菅原　隼希　(88)  9:57.41 小山　大地　(91) 10:17.64

南陽東置賜陸協 鶴岡市陸協 北村山陸協

7/16 ５０００ｍＷ 山田　康太　(94) 21:15.72 新井　佑生　(1) 21:17.99 三澤　　凌　(93) 21:50.66 井上　大樹　(4) 22:32.62

（10000mW選考レース） 南陽東置賜陸協 国士舘大 山形市陸協 山形大

7/16 走幅跳 曽我　憲伸　(99) 7m19 柏倉　康平　(97) 6m97 宮内　勝史　(98) 6m95 菊地　慧真　(4) 6m81 駒村　悠太　(1) 6m79 清野　　剛　(87) 6m62 髙橋　真人　(3) 6m49 安田　直輝　(5) 6m15

ＫＡＣ +0.2 山形市陸協 +0.3 +酒田市陸協 +0.5 仙台大 +0.9 +駿河台大 -0.5 庄内ＡＣ +0.9 仙台大 -0.2 山形大 +1.3

7/17 三段跳 松田　　基　(4) 15m35 柏倉　康平　(97) 14m99 曽我　憲伸　(99) 14m57 安部　颯斗　(4) 14m55 岡崎　晴仁　(1) 14m19 清野　　剛　(87) 14m12 髙山　登唯　(3) 13m89 佐藤　希良　(3) 13m53

筑波大 +1.1 山形市陸協 -0.8 ＫＡＣ +0.5 福井工業大　F -1.2 山形大 -0.2 庄内AC +0.1 九里学園高 +1.9 九里学園高 -0.7 

7/17 砲丸投(7.260kg) 多田　直黄　(1)  12m02 高橋　辰壽　(3)  11m56 佐藤　大作　(87)  11m06

山形大 筑波大 山形TFC

7/17 やり投(0.800kg) 宮田　　涼　(94)  67m20 宮田　　航　(97)  61m74 庄司　夢希　(1)  57m34 竹田　健人　(3)  55m77

山形市役所AC 西村山陸協 国際武道大 山形大
　　※ 成年男子三段跳、成年女子５０００ｍＷ、成年女子棒高跳は少年Ａ区分からもエントリーできる。 凡例 KR：国体県予選新記録
　　※ 男女の成年300ｍの予選会は、それぞれ200ｍ及び400ｍで行う。
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第77回 国民体育大会陸上競技山形県予選会（成年の部） 2022年7月15日(金)～17日(日)

決勝一覧表

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

7/16 １００ｍ 青野　朱李　(4) 11.68 岡田　　悠　(3) 11.87 阿部　璃音　(2) 12.10

風:+0.5 山梨学院大 KR +山形大 山梨学院大

7/17 ２００ｍ 青野　朱李　(4) 24.01 岡田　　悠　(3) 24.87 阿部　璃音　(2) 25.48

風:-0.7 山梨学院大 山形大 山梨学院大

7/16 ４００ｍ 烏　　侑亜　(97)  1:00.08

山形市陸協

出場者は1名のみ

7/17 ８００ｍ 明石　伊生　(98)  2:29.99 山本　倖千恵(99) 2:39.89

山形市陸協 山形市陸協

出場者は２名のみ

7/17 ５０００ｍ 佐藤　明日美(00) 17:45.90 本間　未来　(95) 18:43.35 五十嵐　千理　(2) 18:49.55

酒田市陸協 北村山陸協 山形大

7/17 ４００ｍＨ 阪　　希望　(3)  1:00.32

(0.762m/35m) 山形大 KR

出場者は1名のみ

7/16 ５０００ｍＷ 齋藤　風花　(3) 28:23.24 梅津　　心　(2) 28:56.95 中川　萌依　(3) 29:38.90

上山明新館高 東海大山形高 天童高

7/16 走高跳 阿毛　清夏　(97) 1m45

新庄地区陸協

出場者は1名のみ

7/17 棒高跳 上村　栞凪　(1) 2m90 五十嵐　光希(2) 2m70 村岡　さくら(3) 2m40

国際武道大 鶴岡北高 山形市立商高

7/16 走幅跳 黒澤　かおり(97) 5m79 鹿柴　杏香　(4) 5m18 髙梨　早紀　(4) 4m30

山形ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ +1.2 仙台大 +0.6 仙台大 +0.4

7/17 砲丸投 齋藤　真希　(4)  13m17 寺崎　真央　(2)  11m22

(4.000kg) 東京女子体育大 筑波大

出場者は２名のみ

7/16 ハンマー投 塩野　紗矢　(99)  38m54 青木　純子　(71)  33m44 奥瀬　由南　(M1)  29m14

(4.000kg) 山形TFC 山形TFC 山形大

7/17 やり投 小川　　悠　(98)  40m14 冨樫　時子　(70)  33m19

(0.600kg) 山形TFC 山形TFC

出場者は２名のみ

　　※ 成年男子三段跳、成年女子５０００ｍＷ、成年女子棒高跳は少年Ａ区分からもエントリーできる。 凡例 KR：国体県予選新記録
　　※ 男女の成年300ｍの予選会は、それぞれ200ｍ及び400ｍで行う。
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