
ト ラ ッ ク 審 判 長 山村　　拓

ス タ ー ト 審 判 長 山村　　拓

跳 躍 審 判 長 山村　　拓

投 て き 審 判 長 山村　　拓

招 集 所 審 判 長 駒野　仁彦

記 録 主 任 伊藤　賢悦

日付 種目

吹谷　俐音(1) 12.42 金森　琉生(1) 12.52 石井　　颯(1) 12.58 藤田　澄海(1) 12.64 佐藤　優吏(1) 12.73 小山田滉弥(1) 12.74 伊藤　颯太(1) 12.75 足利　泰登(1) 12.84
秋田西 秋大附属 御所野学院 山王 城南 泉 泉 山王
熊井　奨真(2) 11.61 渡邊　光徠(2) 11.73 菅原　悠和(2) 12.03 中村　瀬土(2) 12.08 長尾　　柊(2) 12.11 相川　拓海(2) 12.22 竹浪　勇幸(2) 12.23 澤口　大樹(2) 12.26
桜 =GR 秋田南 山王 山王 外旭川 城南 御所野学院 土崎
熊井　奨真(2) 23.90 竹浪　勇幸(2) 24.78 中村　瀬土(2) 24.84 足利　颯太(2) 24.85 吹谷　俐音(1) 25.27 三平　奏斗(2) 25.46 鎌田　詢都(2) 25.49 三井所　陸(2) 25.67
桜 御所野学院 山王 城東 秋田西 城南 飯島 秋田西
足利　颯太(2) 56.16 吉田　羚蒼(2) 56.37 進藤　李輝(2) 56.49 工藤　柊也(2) 57.76 澤口　大樹(2) 58.27 田中　亜門(2) 58.52 菅生　悠人(2) 58.59 石井　　颯(1) 59.22
城東 御所野学院 秋大附属 秋田北 土崎 桜 飯島 御所野学院
堀内　　盟(2) 2:08.28 進藤　李輝(2) 2:09.24 菅野　　滉(2) 2:11.72 石岡　嶺衣(2) 2:12.43 早川　　諒(2) 2:12.58 藤原　鴻冴(2) 2:13.88 藤原　優冴(2) 2:17.67 菅原　遼汰(2) 2:19.09
飯島 秋大附属 飯島 秋田西 飯島 泉 泉 山王
石井　　蓮(1) 4:41.57 燕　　文哉(1) 4:46.82 菊地　隼斗(1) 4:58.33 鵜木　悠翔(1) 5:00.79 金子　泰蔵(1) 5:04.06 荒木　陽右(1) 5:04.59 工藤　峻也(1) 5:09.03 池田　光希(1) 5:09.85
秋大附属 泉 泉 飯島 秋大附属 秋大附属 秋田東 桜
高橋　愛琉(2) 4:21.80 堀内　　盟(2) 4:21.88 菅野　　滉(2) 4:35.42 藤井　奏太(2) 4:37.63 石岡　嶺衣(2) 4:39.36 川越　泰斉(2) 4:41.00 佐藤　令空(2) 4:41.02 中山　翔太(2) 4:49.64
泉 GR 飯島 GR 飯島 飯島 秋田西 秋田西 外旭川 土崎
高橋　愛琉(2) 9:37.86 藤井　奏太(2) 9:50.35 佐々木大輔(2) 9:54.45 石井　　蓮(1) 10:10.26 川越　泰斉(2) 10:12.75 東海林廣人(2) 10:31.82 中山　翔太(2) 10:34.02 澤田石桔平(2) 10:54.64
泉 飯島 飯島 秋大附属 秋田西 城南 土崎 秋田東
大野　忠晴(2) 15.46 吉田　羚蒼(2) 15.67 渡辺　寛太(2) 18.04 髙橋　遥久(2) 18.06 鈴木　凰太(2) 18.37 九嶋　祐斗(2) 19.10 齋藤　椿哉(2) 19.97 石井　利弥(1) 20.34
秋田南 GR 御所野学院 GR 桜 城東 桜 将軍野 御所野学院 秋田東
桜 47.35 御所野学院 47.48 山王 47.90 秋田西 48.17 城南 48.46 秋田南 48.77 土崎 48.82 泉 49.67
渡辺　寛太(2) 岡部　智也(2) 足利　泰登(1) 嵯峨　舞人(2) 伊藤　悠晴(2) 渡邊　結平(2) 山田　俊介(2) 佐藤　玲碩(2)
荒井　悠翔(2) 吉田　羚蒼(2) 太田　洋樹(2) 猿田　力輝(2) 相川　拓海(2) 大野　忠晴(2) 澤口　大樹(2) 伊藤　颯太(1)
田中　亜門(2) 齋藤　椿哉(2) 中村　瀬土(2) 伊藤　巧武(1) 三平　奏斗(2) 鈴木　秋翔(1) 大庭　陽光(2) 小山田滉弥(1)
熊井　奨真(2) 竹浪　勇幸(2) 菅原　悠和(2) 吹谷　俐音(1) 佐藤　優吏(1) 渡邊　光徠(2) 風間満月夜(2) 畠山　友輔(2)
大野　忠晴(2) 1m69 齋藤　椿哉(2) 1m63 鹿嶋　悠貴(2) 1m50 阿部　穣惟(1) 1m40 中村　尊音(2) 1m40 石川　　晄(1) 1m35 佐藤　蒼真(2) 1m35 鎌田　理仁(2) 1m35
秋田南 御所野学院 秋大附属 御野場 秋大附属 泉 外旭川 泉
渡邊　結平(2) 2m80 渡辺　寛太(1) 2m10
秋田南 秋田南
菅原　悠和(2) 5m62(+0.3) 長尾　　柊(2) 5m55(-0.3) 加藤　　颯(2) 5m50(+0.1) 岡部　智也(2) 5m41(-0.6) 渡邊　光徠(2) 5m20(+1.7) 畠山　友輔(2) 4m98(+1.3) 佐藤　陽太(2) 4m93(+1.5) 風間満月夜(2) 4m92(+1.2)
山王 外旭川 外旭川 御所野学院 秋田南 泉 南高中等部 土崎
桜庭　　駈(1) 9m60 佐藤　蒼真(2) 9m45 沼澤　來我(2) 8m22 堀井　東晟(1) 7m16 川村　悠太(2) 7m13 北林　貴一(2) 6m90 渡部　圭佑(1) 6m66 小松　士恩(1) 6m60
秋田西 外旭川 秋田西 秋田北 外旭川 桜 秋大附属 秋大附属
工藤　優里(1) 13.81 高橋　里奈(1) 13.85 常田　千愛(1) 13.95 佐藤　舞音(1) 14.01 加藤　咲夏(1) 14.02 小松　美愛(1) 14.06 渋谷　音葉(1) 14.06 上野　愛莉(1) 14.31
城南 秋田北 秋田西 秋田南 秋田東 南高中等部 秋田西 泉
二階堂可織(2) 13.05 岡見　星祈(2) 13.08 佐藤　真優(2) 13.57 関　香奈美(2) 13.65 保泉　花笑(2) 13.75 小沼　琉花(2) 13.79 深井　結芽(2) 13.92 田村　紗依(2) 13.98
泉 南高中等部 城東 御所野学院 桜 御所野学院 秋田東 山王
エヨング稟和(2) 26.76 二階堂可織(2) 26.91 岡見　星祈(2) 27.40 関　香奈美(2) 28.43 工藤　優里(1) 28.56 保泉　花笑(2) 28.89 佐藤　真優(2) 28.92 深井　結芽(2) 29.32
城南 泉 南高中等部 御所野学院 城南 桜 城東 秋田東
山田　志乃(2) 2:27.41 今野　愛優(2) 2:29.85 佐藤　瑞姫(2) 2:31.43 船木　爽羽(2) 2:32.10 柏木　恋羽(2) 2:36.46 藤井　春乃(2) 2:36.76 工藤　優月(1) 2:41.14 目黒ことみ(2) 2:45.86
山王 泉 御所野学院 城南 秋田西 山王 秋田東 泉
工藤　優月(1) 5:14.84 伊藤　　舞(1) 5:16.85 小林あおい(1) 5:20.25 小松　芽衣(1) 5:24.33 簾内　琴葉(1) 5:36.61 齊藤　玲子(1) 5:40.19 佐藤　瑚陽(1) 5:40.63 中村　心愛(1) 5:44.55
秋田東 秋大附属 城南 御所野学院 桜 秋田北 南高中等部 秋大附属
山田　志乃(2) 5:09.23 今野　愛優(2) 5:12.73 柏木　恋羽(2) 5:12.78 船木　爽羽(2) 5:18.87 升屋　芽生(2) 5:24.83 吉田　　花(2) 5:30.49 目黒ことみ(2) 5:31.86 米山希和子(2) 5:33.15
山王 泉 秋田西 城南 城南 秋大附属 泉 秋大附属
木村　聖羅(2) 16.67 鈴木　結葵(2) 17.56 佐藤　茉子(2) 17.56 舘岡　明音(2) 18.16 田口　理彩(2) 18.60 東海林　初(2) 18.79 堀井　千歳(2) 19.55
飯島 桜 南高中等部 秋田東 秋大附属 秋田南 桜
城南 53.48 泉 53.84 秋田東 54.62 御所野学院 54.82 秋田西 54.90 秋田北 54.95 秋大附属 55.44 山王 56.01
佐藤　璃月(1) 高橋向日葵(2) 大庭百合愛(1) 成田楓乃夏(1) 渋谷　音葉(1) 齊藤　玲子(1) 長谷川桜子(2) 丸谷　　翠(2)
工藤　優里(1) 西野　澄音(1) 加藤　咲夏(1) 小沼　琉花(2) 藤谷さくら(2) 柏谷　杏奈(2) 伊藤　　舞(1) 田村　紗依(2)
エヨング稟和(2) 池田　理紗(2) 佐藤麻理奈(2) 髙橋美沙輝(2) 常田　千愛(1) 宮野　由衣(1) 吉田　　花(2) 植田　朱音(2)
菊池　麗愛(2) 二階堂可織(2) 深井　結芽(2) 関　香奈美(2) 丸山　　凜(2) 高橋　里奈(1) 石井瑛美梨(2) 藤井　春乃(2)
鈴木　柚香(2) 1m41 堀井　千歳(2) 1m41 鈴木　采詠(2) 1m38 工藤　佐子(2) 1m38 舘岡　明音(2) 1m38 石戸谷美綺(1) 1m35 池田　理紗(2) 1m35 高橋向日葵(2) 1m25
秋田東 桜 城東 土崎 秋田東 秋田南 泉 泉
エヨング稟和(2) 4m87(+2.2) 柏谷　杏奈(2) 4m40(+3.1) 佐藤　舞音(1) 4m35(+0.5) 小川　萌衣(2) 4m23(+2.1) 植田　朱音(2) 4m12(+1.0) 髙橋美沙輝(2) 3m95(+0.7) 小林　未菜(2) 3m94(+1.6) 柴田　和奏(2) 3m89(+0.8)
城南 公認4m71(+1.6) 秋田北 公認4m14(+0.6) 秋田南 山王 公認4m20(+1.1) 山王 御所野学院 将軍野 山王
村井　　結(2) 8m63 渡辺谷美和(2) 8m52 鎌田　瑠亜(2) 7m87 髙橋　ゆな(2) 7m66 畠山　陽衣(2) 7m58 渋谷　菜那(1) 7m45 安達　碧海(2) 7m26 中村　莉子(2) 7m18
秋田西 土崎 将軍野 御野場 御所野学院 秋田北 桜 城東

対抗得点 男子総合 飯島 36点 秋大附属 32点 御所野学院 32点 秋田南 31点 秋田西 29点 桜 26点 泉 25点 山王 24点
対抗得点 女子総合 城南 38点 泉 26点 秋田東 23点 御所野学院 20点 山王 18点 秋田西 18点 桜 15点 南高中等部 14点
対抗得点 男女総合 御所野学院 52点 泉 51点 秋田西 47点 城南 45点 山王 42点 飯島 42点 桜 41点 秋田南 40点

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

第61回市民スポーツ祭陸上競技大会　第64回秋田市民陸上競技選手権大会　第60回秋田市中学校秋季陸上競技大会 【22050706】 
ソユースタジアム（秋田市八橋陸上競技場） 【52030】 
2022/10/01 ～ 2022/10/02

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

10月2日
中学男子2年100m 

風：+1.0

8位

10月2日
中学男子1年100m 

風：+0.9

10月2日 中学男子2年1500m

10月2日 中学女子共通4X100mR

10月1日
中学男子共通200m 

風：+1.6

10月2日 中学男子共通400m

10月2日 中学男子共通800m

10月2日 中学男子1年1500m

中学男子共通3000m

10月1日
中学男子共通110mJH 

風：+0.3

10月1日 中学男子共通走高跳

10月1日 中学男子共通棒高跳

10月2日 中学男子共通4X100mR

10月1日

10月2日 中学男子共通走幅跳

10月1日 中学男子共通砲丸投

10月2日
中学女子1年100m 

風：+1.9

10月2日
中学女子2年100m 

風：+2.1

10月1日
中学女子共通200m 

風：+1.2

10月2日 中学女子共通800m

10月2日 中学女子1年1500m

10月2日 中学女子2年1500m

10月1日
中学女子共通100mH 

風：+0.3

10月2日 中学女子共通走高跳

10月1日 中学女子共通走幅跳

10月1日 中学女子共通砲丸投


