
種目 一般・高校男子１００ｍ

順位 所　　　　属 備   考

1 10.96 -0.1 軽部　恭矢 ｶﾙﾍﾞ ｷｮｳﾔ ＮＤソフト

2 10.99 +1.4 伊藤　健太郎(3) ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 山形学院高

3 11.02 +3.1 鑓水　翔太　(3) ﾔﾘﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 山形南高

4 11.09 +1.3 髙橋　寛人　(3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 酒田光陵高

5 11.15 +1.2 岩田　健太郎(3) ｲﾜﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 山形大

6 11.19 +2.1 松田　優翔　(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 酒田光陵高

7 11.20 -1.0 工藤　雄斗　(M1) ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 山形大

8 11.23 -0.1 紺野　稜真　(3) ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾏ 九里学園高

第58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58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 14:57.20 奥山　智広 ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 新庄地区陸協

2 15:03.24 庄司　瑞輝　(3) ｼｮｳｼﾞ ﾐｽﾞｷ 酒田南高

3 15:10.29 杉沼　聖平 ｽｷﾞﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ 西村山地区陸協

4 15:20.99 長澤　　遼　(3) ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳ 東海大山形高

5 15:21.22 設楽　琉惺　(2) ｼﾀﾗ ﾘｭｳｾｲ 東海大山形高

6 15:21.31 高見　泰杜　(3) ﾀｶﾐ ﾋﾛﾄ 東海大山形高

7 15:21.57 嵐　　琉煌　(3) ｱﾗｼ ﾘｭｳｷ 東海大山形高

8 15:22.74 佐藤　真二 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 南陽東置賜陸協

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １４：３９．８ 矢口 栄一 神町自衛隊 36回 1998



第58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   7m02 -0.2 磯部　晃太郎 ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 山形ＴＦＣ

2   6m80 +4.0 早藤　海音　(2) ﾊﾔﾌｼﾞ ｱｵﾄ 酒田東高

3   6m59 +1.3 鑓水　翔太　(3) ﾔﾘﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 山形南高

4   6m58 +2.1 清野　　剛 ｾｲﾉ ｺﾞｳ 庄内ＡＣ

5   6m49 +3.8 市川　虎之介(2) ｲﾁｶﾜ ﾄﾗﾉｽｹ 米沢工高

6   6m48 +2.1 岡崎　晴仁　(1) ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 山形大

7   6m33 +3.6 髙山　登唯　(3) ﾀｶﾔﾏ ﾄｳｲ 九里学園高

8   6m31 -0.6 山口　天翔　(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾄ 鶴岡工高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 ７ｍ３２ 佐藤 陽一 酒田市陸協 27回 1989

風：



第58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   7m16 梅津　潔志 ｳﾒﾂ ｷﾖｼ 鶴岡市陸協

2   6m76 佐藤　克司 ｻﾄｳ ｶﾂｼ 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58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  11m00 伊藤　　伯　(3) ｲﾄｳ ﾊｸ 村山産高

2  10m37 伊藤　　渉　(3) ｲﾄｳ ｱﾕﾑ 鶴岡工高

3  10m35 影山　煌空　(2) ｶｹﾞﾔﾏ ｷﾗ 九里学園高

4   9m93 後藤　冬希　(2) ｺﾞﾄｳ ﾄｳｷ 米沢工高

5   9m53 佐藤　　匠　(2) ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 米沢工高

6   9m12 大浦　健太郎(3) ｵｵｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 米沢工高

7   8m82 吉田　　旭　(3) ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 山形工高

8   8m70 諏訪　由貢　(2) ｽﾜ ﾖｼﾐﾂ 鶴岡北高

記　　　　録 氏　　　　名

大会記録 １５ｍ１６ 松田 知利 庄内総合高 53回 2016


