
100m 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 風速 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 10.64 +0.3 細⽥ ⾠⺒ (3) 秋⽥北鷹⾼ 東北総体 とうほう・みんなのスタジアム 8/30

2 10.69 +0.3 佐藤 修平 (3) 横⼿清陵学院⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/14

3 10.83 0.0 赤平 悠斗 (1) 仙台大 仙台大競技会 仙台大 11/1

4 10.88 +0.9 簾内 勇拳 (1) 城⻄大 日大競技会 日大 10/26

5 10.92 -1.2 ⻑⾕川 優輝 秋⽥市陸協 秋⽥市⺠ｽﾎﾟｰﾂ祭 八橋 10/5

5 10.92 +1.3 冨岡 真吾 (4) 岩⼿大 東北学⽣対抗 ひとめぼれスタジアム宮城 5/16

※八種 7 11.01 +1.4 山信⽥ 有太 (3) 横⼿清陵学院⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/8

7 11.01 +1.3 佐々木 克尚 (3) 大曲⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/14

9 11.06 +1.4 佐藤 駆 (2) 増⽥⾼ 支部⾼校新人 十文字 8/17

10 11.07 +0.9 清水 航己 (2) 秋⽥⻄⾼ 支部⾼校総体 八橋 5/9
※八種:混成競技での記録

200m 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 風速 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 21.57 +0.5 冨岡 真吾 (4) 岩⼿大 東北総体 とうほう・みんなのスタジアム 8/31

2 22.02 +1.3 細⽥ ⾠⺒ (3) 秋⽥北鷹⾼ 県選⼿権 県営 7/6

3 22.04 +1.1 佐藤 修平 (3) 横⼿清陵学院⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/11

4 22.06 +0.2 簾内 勇拳 (1) 城⻄大 岩壁杯対抗 上柚木公園 4/13

5 22.20 +1.3 佐藤 駆 (2) 増⽥⾼ 県選⼿権 県営 7/6

6 22.23 +1.3 工藤 大晟 (3) 大館国際情報⾼ 県選⼿権 県営 7/6

7 22.25 +1.3 中川 奎太 (1) 日本体育大 県選⼿権 県営 7/6

8 22.39 -1.2 小松 友樹 (3) 明桜⾼ 本荘春季 水林 4/27

9 22.46 +1.9 山⽥ 幹 (4) 秋⽥大 東北学⽣選⼿権 仙台市 10/5

10 22.48 -0.7 ⾼橋 謙介 (3) 美郷中 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 10/31

400m 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 47.83 工藤 大晟 (3) 大館国際情報⾼ 県選⼿権 県営 7/4

2 47.89 兎澤 航平 (3) 大館国際情報⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

3 48.55 中川 奎太 (1) 日本体育大 県選⼿権 県営 7/6

4 48.63 佐藤 慧太 (4) 城⻄大 国士大競技会 国士舘大 4/26

5 49.01 堀部 亘世 (3) 大館国際情報⾼ 県選⼿権 県営 7/4

6 49.23 安⽥ 天門 (3) ⾦⾜農⾼ 県選⼿権 県営 7/4

7 49.45 岸 京平 (3) 岩⼿大 春季競技会 岩⼿県営 5/10

8 49.46 最上 烈 (3) 横⼿⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

9 49.50 井畑 圭喬 (3) 秋⽥北⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

10 49.56 照内 颯 (2) 福島大 東北学⽣対抗 ひとめぼれスタジアム宮城 5/16

800m 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 1.56.11 井畑 圭喬 (3) 秋⽥北⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/14

2 1.56.34 堀部 亘世 (3) 大館国際情報⾼ 県選⼿権 県営 7/5

3 1.56.72 木越 孔明 (2) 大館国際情報⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/14

4 1.57.14 三浦 天道 (1) 秋⽥⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

5 1.57.26 赤倉 巧也 (3) 角館⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15
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6 1.57.43 小林 ⾶⿃ (2) 東北学院大 東北地区大学総体 弘前 6/29

7 1.57.58 川邉 健斗 (2) 秋⽥北⾼ 県選⼿権 県営 7/5

8 1.57.97 佐藤 優斗 (2) 雄勝⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

9 1.58.03 菅原 一輝 (1) 岩⼿大 県選⼿権 県営 7/5

10 1.58.09 安藤 駿 (2) 秋⽥工⾼ 県⾼校総体 県営 5/25

1500m 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 3.52.54 佐藤 健太 (4) 東海大 東海大種目別競技会 東海大 5/6

2 3.55.61 ⽥口 大貴 (4) 早稲⽥大 伊勢崎ﾅｲﾀｰ 伊勢崎市 7/20

3 3.57.27 湊⾕ 春紀 (3) 秋⽥工⾼ 県選⼿権 県営 7/4

4 3.58.07 松尾 淳之介 (2) 秋⽥工⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/27

5 3.58.52 安藤 駿 (2) 秋⽥工⾼ 県⾼校新人 県営 9/4

6 3.59.58 續木 悠也 (3) 秋⽥工⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

7 3.59.74 ⾼橋 洸稀 (3) 横⼿⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

8 4.01.06 佐藤 大雅 (2) 秋⽥中央⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/27

9 4.01.24 伊藤 直翔 (3) 大曲工⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

10 4.01.82 佐藤 玲 (3) 平成国際大 平国大競技会 鴻巣市 7/6

5000m 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 13.48.50 ⽥口 大貴 (4) 早稲⽥大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ網走 網走 7/6

2 13.53.35 浪岡 健吾 (4) 国士舘大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ網走 網走 7/6

3 13.57.29 湊⾕ 春紀 (3) 秋⽥工⾼ 日体大競技会 日体大 11/16

4 14.10.66 阿部 ⻯⺒ (4) 山梨学院大 世⽥⾕競技会 世⽥⾕区⽴総合 4/5

5 14.10.93 淀川 弦太 (4) 東洋大 五大学対抗 大東大 4/13

6 14.17.44 松尾 淳之介 (2) 秋⽥工⾼ 日体大競技会 日体大 11/16

7 14.23.12 佐藤 健太 (4) 東海大 日体大競技会 日体大 12/7

8 14.26.61 花⽥ 太一 (1) 日体大 六大学対抗 相模原浅溝公園 7/19

9 14.27.14 齋藤 椋 (1) 秋⽥工⾼ 日体大競技会 日体大 11/16

10 14.27.64 續木 悠也 (3) 秋⽥工⾼ 日体大競技会 日体大 11/16

10000m 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 28.54.94 阿部 ⻯⺒ (4) 山梨学院大 日体大競技会 日体大 4/12

2 28.56.70 ⽥口 大貴 (4) 早稲⽥大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ深川 深川 6/25

3 29.04.05 淀川 弦太 (4) 東洋大 10000m記録挑戦会 慶大 11/23

4 29.10.10 浪岡 健吾 (4) 国士舘大 10000m記録挑戦会 慶大 11/23

5 29.45.48 渡辺 和博 (2) 山梨学院大 日体大競技会 日体大 12/6

6 29.50.32 花⽥ 太一 (1) 日体大 日体大競技会 日体大 12/6

7 29.54.69 佐藤 玲 (3) 平成国際大 日体大競技会 日体大 12/6

8 30.11.03 小板橋 大史 (4) 神奈川大 日体大競技会 日体大 12/6

9 30.31.57 大場 直樹 秋⽥市陸協 日体大競技会 日体大 11/15

10 30.47.31 阿部 啓明 (1) 東海大 日体大競技会 日体大 12/6
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110mH 1.067m/9.14m 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 風速 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 14.11 -1.1 齋藤 陽平 (4) 筑波大 国体 諫早 10/21

2 14.96 -1.8 佐藤 ⻯次 (3) 湯沢翔北⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/16

3 15.20 +0.1 佐藤 駿真 (1) 湯沢翔北⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/29

4 15.29 +1.0 鈴木 明典 (2) 横⼿清陵学院⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/11

5 15.34 +1.0 山信⽥ 有太 (3) 横⼿清陵学院⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/11

※八種 6 15.59 +0.2 庄司 一眞 (2) 大館鳳鳴⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/14

7 15.90 -0.3 近藤 道⾏ (2) 千葉大 関東甲信越大学体育 県松本 8/23

8 15.95 +0.7 土⽥ 涼 (3) 秋⽥商⾼ 支部⾼校総体 八橋 5/11

9 16.01 +1.1 ⾼橋 周作 (3) 能代⾼ 支部⾼校総体 ⻑根山 5/12

10 16.12 -2.2 梅川 優 (1) 秋⽥大 県選⼿権 県営 7/4
※八種:混成競技での記録

400mH 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 53.48 兎澤 航平 (3) 大館国際情報⾼ 県選⼿権 県営 7/5

2 54.29 山⽥ 幹 (4) 秋⽥大 東北地区大学総体 弘前市 6/29

3 54.71 照内 颯 (2) 福島大 東北学⽣選⼿権 仙台市営 10/5

4 54.92 佐野 孝幸 (3) 平成⾼ 県選⼿権 県営 7/5

5 55.34 土⽥ 涼 (3) 秋⽥商⾼ 県⾼校総体 県営 5/25

6 55.79 畑 貴將 (3) 横⼿清陵学院⾼ 県選⼿権 県営 7/5

7 55.85 鈴木 明典 (2) 横⼿清陵学院⾼ 県⾼校総体 県営 5/25

8 56.03 佐藤 裕孝 (2) 仙台大 県選⼿権 県営 7/5

9 56.11 三浦 征 (1) 福島大 県選⼿権 県営 7/5

10 56.37 ⾼橋 周作 (3) 能代⾼ 支部⾼校総体 ⻑根山 5/11

3000mSC 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 8.55.53 續木 悠也 (3) 秋⽥工⾼ 全国⾼校総体 山梨中銀スタジアム 8/3

2 9.21.11 ⾼橋 洸稀 (3) 横⼿⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15

3 9.23.3 ⼿動 花⽥ 太一 (1) 日体大 四大学対抗 相模原ギオンスタジアム 4/19

4 9.23.61 伊藤 篤也 (3) 秋⽥工⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15

5 9.28.45 木村 秀 (2) 秋⽥⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

6 9.29.76 石垣 陽介 (2) 秋⽥工⾼ 県選⼿権 県営 7/6

7 9.34.45 畠山 亨太 (1) 東京国際大 平国大競技会 鴻巣市 6/8

8 9.34.51 茂木 祐太 (2) ⾦⾜農⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

9 9.42.63 尾形 翔平 (M2) 東北大 県選⼿権 県営 7/6

10 9.43.86 佐藤 大雅 (2) 秋⽥中央⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

5000mW ◎:県新記録 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

◎ 1 19.38.24 小林 快 (4) 早稲⽥大 県選⼿権 県営 7/6

2 22.12.61 榊 涼季 (1) 山梨学院大 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾐｰﾄｩinくまがや 熊⾕ 4/19

3 22.31.91 眞崎 浩光 秋⽥市陸協 県選⼿権 県営 7/6

4 23.03.55 萬⾕ 正吾 (3) 山梨学院大 県選⼿権 県営 7/6

5 23.08.97 冨塚 賢弥 (1) 北海道大 全国七大学対抗 ⻄京極 8/9
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6 23.18.06 松尾 祐希 (3) 秋⽥工⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/14

7 23.28.02 佐々木 公樹 (1) 横⼿⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/29

8 23.36.66 竹中 陽平 (3) 秋⽥南⾼ 県選⼿権 県営 7/6

9 23.43.92 加賀屋 拓海 (2) 秋⽥工⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

10 23.53.01 大島 脩 (2) ⾦⾜農⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/29

10000mW ◎:県新記録 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

◎ 1 39.27.90 小林 快 (4) 早稲⽥大 関東学⽣対抗 熊⾕ 5/17

2 42.34.48 榊 涼季 (1) 山梨学院大 国士大競技会 国士大 10/5

3 47.29.29 冨塚 賢弥 (1) 北海道大 北海道学⽣選⼿権 札幌市丸山 9/21

4×100mR 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 ﾁｰﾑ 氏名 (学年) 競技会名 場所 月日
1 41.79 横⼿清陵学院⾼ 鈴木 明典(2)

瀬川 大地(2)
⾼橋 貴大(3)
佐藤 修平(3)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

2 41.92 横⼿清陵学院⾼ 鈴木 明典(2)
山信⽥ 有太(3)
⾼橋 貴大(3)
佐藤 修平(3)

県⾼校総体 県営 5/24

3 41.94 大館国際情報⾼ 小畑 祐太(3)
堀部 亘世(3)
工藤 大晟(3)
兎澤 航平(3)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

4 42.14 秋⽥大 尾形 和輝(4)
小口 研一郎(3)
山⽥ 幹(4)
塚本 和明(4)

東北総体 とうほう・みんなのスタジアム 8/30

5 42.20 秋⽥⻄⾼ 石⽥ 夏(1)
清水 航己(2)
今野 拓哉(3)
畠山 樹(3)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

6 42.45 花輪⾼ 姥貝 昌也(3)
齊藤 聖人(3)
髙橋 勇太(3)
佐藤 裕希(1)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

7 42.48 ⾦⾜農⾼ 安⽥ 天門(3)
⻄井 大樹(3)
佐藤 圭太(2)
⾦⽥ 誠也(3)

県選⼿権 県営 7/5
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8 42.49 秋⽥大 柳 晋登(1)
小口 研一郎(3)
山⽥ 幹(4)
塚本 和明(4)

県選⼿権 県営 7/4

9 42.54 秋⽥⻄⾼ 本間 椋太(1)
石⽥ 夏(1)
玉造 滉大(1)
清水 航己(2)

東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/28

10 42.58 秋⽥大 尾形 和輝(4)
小口 研一郎(3)
柳 晋澄(1)
塚本 和明(4)

東北地区大学総体 弘前市 6/28

混成 41.41 国体県選抜 佐藤 裕希
佐藤 修平
細⽥ ⾠⺒
佐貫 成啓

国体 諫早 10/19

4×400mR ◎:県新記録 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 ﾁｰﾑ 氏名 (学年) 競技会名 場所 月日

◎ 1 3.11.54 大館国際情報⾼ 兎澤 航平(3)
堀部 亘世(3)
木越 孔明(2)
工藤 大晟(3)

全国⾼校総体 山梨中銀スタジアム 8/3

2 3.14.82 大館国際情報⾼ 兎澤 航平(3)
堀部 亘世(3)
簾内 和史(3)
工藤 大晟(3)

県選⼿権 県営 7/6

3 3.19.78 秋⽥北⾼ 夏井 大介(3)
川邉 健斗(2)
佐々木 龍平(2)
井畑 圭喬(3)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15

4 3.19.80 ⾦⾜農⾼ 佐藤 圭太(2)
安⽥ 天門(3)
⾦⽥ 誠也(3)
⻄井 大樹(3)

県選⼿権 県営 7/6

5 3.20.54 横⼿⾼ 菅 凌也(2)
今泉 裕真(3)
堀江 駿⼆郎(3)
最上 烈(3)

県⾼校総体 県営 5/26

6 3.22.03 秋⽥北鷹⾼ 中嶋 歩夢(3)
佐々木 拓斗(2)
加賀⾕ 泰人(2)
細⽥ ⾠⺒(3)

県⾼校総体 県営 5/26
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7 3.22.27 大館国際情報⾼ 兎澤 航平(3)
工藤 大晟(3)
渡邉 郁弥(2)
堀部 亘世(3)

県⾼校総体 県営 5/25

8 3.22.39 秋⽥大 塚本 和明(4)
山⽥ 幹(4)
川口 裕也(3)
小口 研一郎(3)

県選⼿権 県営 7/6

9 3.22.91 秋⽥商⾼ ⻑崎 千尋(3)
鈴木 嵩(3)
鈴木 秀弥(3)
土⽥ 涼(3)

県⾼校総体 県営 5/26

10 3.23.74 大館鳳鳴⾼ 山本 一夢(2)
武⽥ 啓太(3)
庄司 一眞(2)
石⽥ 航(3)

県⾼校総体 県営 5/25

10km 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 29.58. 松尾 淳之介 (2) 秋⽥工⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

2 30.04. 湊⾕ 春紀 (3) 秋⽥工⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

3 30.44. 安藤 駿 (2) 秋⽥工⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

4 30.51. 齋藤 椋 (1) 秋⽥工⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

5 31.13. 石井 僚 (3) 秋⽥工⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

6 31.33. 伊藤 篤也 (3) 秋⽥工⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

7 31.42. 續木 悠也 (3) 秋⽥工⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

7 31.42. 石垣 陽介 (2) 秋⽥工⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

9 31.43. 佐藤 弥憂 (2) 秋⽥工⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

10 31.58. 新号 健志 (1) 秋⽥中央⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

20km 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 1.00.24 阿部 ⻯⺒ (4) 山梨学院大 箱根駅伝予選会 ⽴川 10/18

2 1.01.12 浪岡 健吾 (4) 国士舘大 箱根駅伝予選会 ⽴川 10/18

3 1.01.47 小板橋 大史 (4) 神奈川大 ⾼島平ﾛｰﾄﾞ ⾼島平 10/19

4 1.02.11 花⽥ 太一 (1) 日体大 ⾼島平ﾛｰﾄﾞ ⾼島平 10/19

5 1.02.23 佐藤 玲 (3) 平成国際大 箱根駅伝予選会 ⽴川 10/18

6 1.04.12 板橋 賢吾 (1) 駒澤大 ⾼島平ﾛｰﾄﾞ ⾼島平 10/19

7 1.04.49 菅原 涼介 (4) 神奈川大 ⾼島平ﾛｰﾄﾞ ⾼島平 10/19

8 1.09.03 ⾼橋 剛 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ20km 仙北市 9/21

9 1.09.28 中村 太 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ20km 仙北市 9/21

10 1.09.47 佐々木 渉 ﾆﾌﾟﾛ ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ20km 仙北市 9/21

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 1.03.49 ⽥口 大貴 (4) 早稲⽥大 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌ 上尾 11/16

2 1.04.02 ⾼橋 一⽣ (2) 城⻄大 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌ 上尾 11/16
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3 1.04.35 佐藤 玲 (3) 平成国際大 日本学⽣ﾊｰﾌ ⽴川 3/1+

4 1.04.59 淀川 弦太 (4) 東洋大 関東学⽣対抗 横浜国際 5/25

5 1.05.35 板橋 賢吾 (1) 駒澤大 日本学⽣ﾊｰﾌ ⽴川 3/1+

6 1.05.47 渡辺 和博 (2) 山梨学院大 日本学⽣ﾊｰﾌ ⽴川 3/1+

7 1.06.15 阿部 啓明 (1) 東海大 日本学⽣ﾊｰﾌ ⽴川 3/1+

8 1.06.35 花⽥ 太一 (1) 日体大 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌ 上尾 11/16

9 1.07.14 ⿊沢 慎 (3) 東京国際大 日本学⽣ﾊｰﾌ ⽴川 3/1+

10 1.09.10 大場 直樹 秋⽥県庁 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台市 5/11
+:2015年の記録   

ﾏﾗｿﾝ 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 2.24.17 藤原 敏 湯沢雄勝陸協 福岡国際 福岡市 12/7

2 2.27.26 伊藤 伸一 秋⽥陸協 勝⽥全国ﾏﾗｿﾝ ひたちなか市 12/7

3 2.29.02 花⽥ 太一 (1) 日体大 北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 8/31

4 2.30.23 井関 肇 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 2/22+

5 2.36.48 ⾼橋 孝典 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 2/22+

6 2.37.15 尾崎 紀幸 いわて北上ﾏﾗｿﾝ 北上市 10/12

7 2.40.07 兜森 忠道 桜舞 いわて北上ﾏﾗｿﾝ 北上市 10/12

8 2.40.10 佐藤 広和 いわて北上ﾏﾗｿﾝ 北上市 10/12

9 2.40.33 ⾦沢 潔 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 2/22+

10 2.41.40 ⼆方 克明 清酒⾼清水 いわて北上ﾏﾗｿﾝ 北上市 10/12
+:2015年の記録   

5kmW 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 24.33. 加賀屋 拓海 (2) 秋⽥工⾼ 全日本競歩輪島 輪島 4/20

2 33.46. 滝沢 清寿 秋⽥陸協 元旦競歩 明治神宮外苑 1/1+

+:2015年の記録   

10kmW 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 49.14. 松尾 祐希 (3) 秋⽥工⾼ 全日本競歩輪島 輪島 4/19

2 56.39. ⾦⾕ 優斗 (2) 大曲農⾼ 森山ｻﾏｰｳｫｰｸ ⾦ヶ崎 8/3

3 58.37. 佐々木 公樹 (1) 横⼿⾼ 森山ｻﾏｰｳｫｰｸ ⾦ヶ崎 8/3

20kmW ◎:県最⾼記録 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

◎ 1 1.19.12 小林 快 (4) 早稲⽥大 全日本競歩能美 能美市 3/15+

2 1.26.40 佐久間 貴弘 (M1) 順大 全日本競歩能美 能美市 3/15+

3 1.31.21 榊 涼季 (1) 山梨学院大 元旦競歩 東京絵画館 1/1+

4 1.32.53 萬⾕ 正吾 (3) 山梨学院大 元旦競歩 東京絵画館 1/1+

5 1.36.42 冨塚 賢弥 (1) 北海道大 全日本競歩能美 能美市 3/15+

+:2015年の記録   

走高跳 △:県ﾀｲ記録 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

△ 1 2m15 菅原 敬弥 (4) 流通経済大 流経大競技会 ⻯ヶ崎市 9/20
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2 2m00 ⻑⾕川 裕貴 (2) 順大 順大競技会 順大 10/11

3 1m95 下⽥ 和樹 (2) 北海道大 北海道学⽣対抗 札幌市円山 5/25

3 1m95 大日向 健 (4) 福島大 福島大TC競技会 福島大 8/2

5 1m94 藤原 勇斗 (1) 仙台大 東北学⽣選⼿権 仙台市 10/4

6 1m90 小川 優大 (3) 新潟大 北信越学⽣対抗 富山県総合 5/25

7 1m89 ⾼⽥ 省吾 (1) 能代工⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

7 1m89 髙橋 怜也 (1) 横⼿⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

9 1m88 ⽥口 碧 (3) 秋⽥⾼ 県選⼿権 県営 7/5

※八種 10 1m87 庄司 一眞 (2) 大館鳳鳴⾼ 県⾼校総体 県営 5/24
※八種:混成競技での記録

棒高跳 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 5m00 小玉 恒 秋⽥市陸協 県選⼿権 県営 7/4

2 4m60 佐藤 譲 (3) 秋⽥大 県選⼿権 県営 7/4

2 4m60 佐藤 太樹 (2) 国際武道大 国武大競技会 国際武道大 4/26

2 4m60 後藤 隼太 (3) 山形大 東北地区大学総体 弘前市 6/28

5 4m40 小畑 樹⽣ (2) 岩⼿大 岩⼿県選⼿権 北上 6/28

5 4m40 渡辺 雄介 (1) 秋⽥大 東北学⽣選⼿権 仙台市 10/3

7 4m30 船木 大資 秋⽥市陸協 県選⼿権 県営 7/4

8 4m20 ⼿塚 宗佑 (1) 秋⽥⾼ 県選⼿権 県営 7/4

8 4m20 柳館 信義 (3) 花輪⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

8 4m20 藤原 直大 (3) 秋⽥⾼専 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

走幅跳 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 風速 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 7m36 +0.4 清水 航己 (2) 秋⽥⻄⾼ 国体 諫早 10/19

2 7m05 0.0 佐渡 夏紀 (M1) 東京大院 東大競技会 東大 11/1

3 7m04 +1.6 ⾼橋 貴大 (3) 横⼿清陵学院⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/8

4 6m91 +0.5 右⾕ 直人 (4) 仙台大 東北地区大学総体 弘前市 6/29

5 6m86 +1.2 渡邉 郁弥 (2) 大館国際情報⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/28

※八種 6 6m73 +1.4 山信⽥ 有太 (3) 横⼿清陵学院⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/8

7 6m62 +1.2 川上 森也 (4) 秋⽥大 北日本医科学⽣ 開成山 6/1

8 6m61 +1.3 小原 大輝 (1) 秋⽥南⾼ 本荘秋季 水林 10/19

9 6m60 -1.5 今泉 裕真 (3) 横⼿⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

10 6m55 -1.4 加賀⾕ 泰人 (2) 秋⽥北鷹⾼ 県⾼校総体 県営 5/23
※八種:混成競技での記録

三段跳 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 風速 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 14m73 +1.6 ⾼橋 貴大 (3) 横⼿清陵学院⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/11

2 14m12 +0.4 下⽥ 和樹 (2) 北海道大 北海道学⽣選⼿権 札幌市円山 9/20

3 13m85 +1.3 佐藤 大輝 (3) ⻄目⾼ 県⾼校総体 県営 5/26

4 13m76 -0.4 本間 敬一 大館北秋陸協 県選⼿権 県営 7/6

5 13m72 +1.8 川上 森也 (4) 秋⽥大 北日本医科学⽣ 開成山 6/1

6 13m65 +1.4 大⾕ 周平 (2) 能代⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/29

7 13m52 +1.3 佐藤 克弥 (3) 角館⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/16

8 13m42 +1.5 熊⾕ 雅樹 (3) 秋⽥大 秋⽥市⺠陸上 八橋 4/20
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9 13m28 -1.8 吉⽥ 篤司 (2) 秋⽥⻄⾼ 県⾼校新人 県営 9/7
9 13m28 +1.6 髙山 周 (3) 由利⾼ 県⾼校総体 県営 5/26

砲丸投 7.260kg 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 13m50 藤原 洋 (4) 岩⼿大 東北学⽣対抗 ひとめぼれスタジアム宮城 5/18

2 13m37 米森 心悟 (3) 能代松陽⾼ 東北総体 とうほう・みんなのスタジアム 8/31

3 12m21 小林 寛享 秋⽥市⺠ｽﾎﾟｰﾂ祭 八橋 10/5

4 12m10 畠山 豪 (2) 流通経済大 県選⼿権 県営 7/6

5 11m82 播磨 和貴 (3) 横⼿清陵学院⾼ 県選⼿権 県営 7/6

6 11m68 永井 了平 (2) 秋⽥大 県選⼿権 県営 7/6

7 10m84 関 駿介 (3) 男⿅工⾼ 県選⼿権 県営 7/6

8 10m62 正木 央 (3) 秋⽥商⾼ 県選⼿権 県営 7/6

8 10m62 茂木 駿 (2) 大曲農⾼ 県選⼿権 県営 7/6

8 10m62 小林 将 (3) 秋⽥大 東北学⽣選⼿権 仙台市 10/4

円盤投 2.000kg ◎:県新記録 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

◎ 1 55m79 安保 建吾 (3) 東海大 日大･東海大対抗 小⽥原 4/13

2 37m92 三森 達博 大館北秋陸協 県選⼿権 県営 7/5

3 37m52 ⾦子 渉 (3) 能代松陽⾼ 県選⼿権 県営 7/5

4 37m43 小林 将 (3) 秋⽥大 県選⼿権 県営 7/5

5 36m48 藤原 洋 (4) 岩⼿大 東北学⽣対抗 宮城スタジアム 5/17

6 33m44 ⾼橋 一成 (4) 岩⼿大 東北学⽣対抗 ひとめぼれスタジアム宮城 5/17

7 33m37 ⾼橋 裕⽣ 由利本荘陸協 県選⼿権 県営 7/5

8 31m23 渋⾕ 元太郎 (3) 東農大ｵﾎｰﾂｸ 北海道学⽣対抗 札幌市円山 5/25

9 29m83 永井 了平 (2) 秋⽥大 東北学⽣選⼿権 仙台市 10/3

10 29m68 藤井 翼 (M2) 東北大 北大･東北大定期 仙台市 6/7

ﾊﾝﾏｰ投 7.260kg 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 60m51 藤岡 眞也 (1) 順天堂大 日本学⽣対抗 熊⾕ 9/5

2 58m90 鈴木 勝輝 (4) 国際武道大 関東学⽣対抗 熊⾕ 5/17

3 56m21 藤原 洋 (4) 岩⼿大 東北学⽣対抗 ひとめぼれスタジアム宮城 5/16

4 46m26 杉渕 大地 (1) 国際武道大 国武大競技会 国際武道大 6/15

5 45m90 畠山 豪 (2) 流通経済大 流経大競技会 ⻯ヶ崎市 6/7

6 44m23 米森 心悟 (3) 能代松陽⾼ 県選⼿権 県営 7/4

7 39m50 岡本 和彦 横⼿市陸協 県選⼿権 県営 7/4

8 39m12 ⽥村 寛則 (2) 秋⽥大 東北地区大学総体 弘前市 6/28

9 36m25 鈴木 脩介 (4) 秋⽥大 東北学⽣対抗 ひとめぼれスタジアム宮城 5/16

10 35m90 ⻄村 慈⾬ (2) 能代松陽⾼ 県選⼿権 県営 7/4
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やり投 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 67m18 加藤 拓也 (4) 中央大 岩壁杯対抗 上柚木公園 4/13

2 66m37 東海林 利希 (1) 国際武道大 関東学⽣新人 熊⾕ 9/22

3 64m53 関 和紀 (2) 国士舘大 国士大競技会 国士舘大 11/1

4 61m66 髙橋 巧 (3) 横⼿⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15

5 60m73 ⾼橋 諒 (2) 横⼿⾼ 本荘秋季 水林 10/19

6 60m37 進藤 恭孝 大仙仙北陸協 県選⼿権 県営 7/6

7 59m73 土⾕ 昴平 (3) 秋⽥大 県選⼿権 県営 7/6

8 59m33 後川 大和 (M1) 秋⽥大 県選⼿権 県営 7/6

9 58m13 由利 俊成 (2) 本荘⾼ 県⾼校総体 県営 5/25
10 55m29 阿部 隼也 (3) 角館⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15

十種競技 県10傑－男子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 5630点 藤井 翼 (M2) 東北大 国公⽴２４大学対抗 宇都宮 10/25

11.88(-0.7) 6m18(-0.9) 9m52 1m65 53.72 16.86(-0.4) 29m26 4m00 40m00 4.58.45

2 5501点 川村 捷 (3) 流通経済大 大学対抗混成 国際武道大 9/20

11.75(+1.4) 6m42(+3.1) 8m81 1m75 55.48 16.62(+1.3) 24m68 3m40 40m54 4.51.57

3 5064点 山⽥ 幹 (4) 秋⽥大 東北学⽣選⼿権 仙台市 10/3

11.28(+0.4) 5m71(-0.2) 9m23 1m75 50.37 16.45(0.0) 25m01 NM 25m69 4.48.40

4 3573点 山内 哲仁 (3) 秋⽥大 東北学⽣対抗 ひとめぼれスタジアム宮城 5/16

12.42(+0.1) 5m28(-0.2) 5m90 1m50 1.00.45 20.51(+0.8) 17m00 2m70 33m42 5.34.91

5 3358点 鈴木 脩介 (4) 秋⽥大 東北学⽣選⼿権 仙台市 10/3

11.83(+0.4) 5m41(0.0) 8m39 NM 59.05 18.73(+2.5) 17m45 NM 33m40 5.41.00
※日付は2日目を記載

－17－



100m 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 風速 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 12.12 +0.9 芳賀 珠純 (3) 大館桂⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/14

2 12.13 +1.9 佐藤 愛 (3) 岩⼿大 東北総体 とうほう・みんなのスタジアム 8/30

3 12.20 +0.2 ⾼橋 美香子 (2) 福島大 県北陸協春季記録会 信夫ヶ丘 4/27

4 12.28 +0.9 鈴木 結唯 (3) 横⼿清陵学院⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/14

5 12.38 +1.7 工藤 美幸 (3) 鷹巣中 全日本中学 丸⻲ 8/19

6 12.52 +0.1 八栁 唯 (2) 秋⽥和洋⼥⾼ 支部⾼校総体 八橋 5/9

7 12.54 -0.7 下⽥ 美穂 (3) 秋⽥和洋⼥⾼ 秋⽥市⺠ｽﾎﾟｰﾂ祭 八橋 10/5

7 12.54 +1.7 柴⽥ あいり (3) 湯沢南中 県中学総体 県営 7/14

9 12.63 +1.5 池⽥ 綾子 (3) 秋⽥⾼ 県⾼校総体 県営 5/24

9 12.63 +1.5 工藤 ⾐⾥ (4) 流通経済大 筑波大競技会 筑波大 4/5

200m 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 風速 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 24.61 +1.3 ⾼橋 美香子 (2) 福島大 東北学⽣対校 宮城スタジアム 5/18

2 24.73 +0.7 芳賀 珠純 (3) 大館桂⾼ 日本ｼﾞｭﾆｱ選⼿権 瑞穂 10/5

3 25.27 +1.2 佐貫 有彩 (2) 本荘⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

4 25.38 +1.6 佐藤 美奈 (2) 秋⽥和洋⼥⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/29

5 25.39 +1.4 工藤 美幸 (3) 鷹巣中 通信県予選 県営 7/20

6 25.52 -1.0 工藤 ⾐⾥ (4) 流通経済大 県選⼿権 県営 7/6

7 25.61 +1.4 柴⽥ あいり (3) 湯沢南中 通信県予選 県営 7/20

8 25.70 -2.0 鈴木 結唯 (3) 横⼿清陵学院⾼ 県⾼校総体 県営 5/26

9 25.71 +1.7 佐藤 愛 (3) 岩⼿大 北日本学⽣対抗 新潟市 8/13

10 25.79 -2.0 松⽥ 涼香 (3) 湯沢翔北⾼ 県⾼校総体 県営 5/26

400m 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 56.28 佐貫 有彩 (2) 本荘⾼ 国体 諫早 10/20

2 57.36 菊地 紗貴 (3) 秋⽥商⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

3 57.77 小原 れん (3) 湯沢翔北⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

4 58.15 伊藤 愛海 (2) 秋⽥中央⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

5 58.42 成⽥ 優奈 (2) 大館鳳鳴⾼ 県選⼿権 県営 7/4

6 58.43 広⽥ 有紀 (1) 秋⽥大 東北学⽣選⼿権 仙台市 10/3

7 58.50 佐藤 伽南 (3) 増⽥⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

8 58.83 松岡 英星 (2) 大館鳳鳴⾼ 県⾼校新人 県営 9/4

9 59.03 小野 さやか (3) 横⼿⾼ 県選⼿権 県営 7/4

10 59.21 芳賀 珠純 (3) 大館桂⾼ 大館北秋⽥記録会 ⻑根山 4/20

800m 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 2.09.37 広⽥ 有紀 (1) 秋⽥大 日本学⽣対抗 熊⾕ 9/6

2 2.14.51 遠藤 優梨 (1) 秋⽥中央⾼ 県選⼿権 県営 7/5

3 2.14.51 萩野 真紀 (2) 鷹巣中 全日本中学 丸⻲ 8/18

4 2.14.76 三浦 舞 (2) 秋⽥和洋⼥⾼ 県選⼿権 県営 7/5

5 2.15.58 佐々木 彩乃 (2) 秋⽥⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15
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6 2.16.22 三浦 佳奈 (1) 明桜⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

7 2.17.95 澤⽥ 茉奈 (2) 桜中 県中学総体 県営 7/13

8 2.18.51 佐々木 紫帆 (3) 本荘⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15

9 2.18.96 佐々木 悠紗 (2) 湯沢翔北⾼ 県⾼校総体 県営 5/26

10 2.19.10 三上 優香 (1) 大館鳳鳴⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

1500m 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 4.30.81 三ヶ⽥ 楓 (2) 花輪⾼ 県⾼校新人 県営 9/5

2 4.33.67 萩野 真紀 (2) 鷹巣中 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 11/1

3 4.35.09 三上 優香 (1) 大館鳳鳴⾼ 県⾼校新人 県営 9/5

4 4.35.19 佐々木 悠紗 (2) 湯沢翔北⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/27

5 4.35.52 渡辺 由惟 (2) 大館鳳鳴⾼ 県⾼校新人 県営 9/5

6 4.35.73 若松 有紗 (2) 花輪⾼ 県⾼校新人 県営 9/5

7 4.37.30 渋⾕ 未来 (3) 花輪⾼ 県選⼿権 県営 7/4

8 4.37.51 渋⾕ 璃沙 (4) 佛教大 関⻄学⽣対抗 ヤンマースタジアム⻑居 5/7

9 4.37.65 佐々木 彩乃 (2) 秋⽥⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/27

10 4.38.43 藤⽥ 正由加 (3) 鷹巣中 東北中学 開成山 8/9

3000m 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 9.18.60 渋⾕ 未来 (3) 花輪⾼ 日体大競技会 日体大 12/6

2 9.23.59 三ヶ⽥ 楓 (2) 花輪⾼ 全国⾼校総体 山梨中銀スタジアム 8/2

3 9.34.60 ⿊澤 実紀 (1) 花輪⾼ 日体大競技会 日体大 12/6

4 9.45.58 藤⽥ 正由加 (3) 鷹巣中 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選 ⿅角 8/30

5 9.45.66 成⽥ 利奈 (3) 花輪⾼ 日体大競技会 日体大 12/6

6 9.45.79 鎌⽥ 有希子 (3) 秋⽥南⾼ 県選⼿権 県営 7/5

7 9.49.51 渡辺 由惟 (2) 大館鳳鳴⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

8 9.56.39 若松 有紗 (2) 花輪⾼ 県選⼿権 県営 7/5

9 9.57.07 三上 優香 (1) 大館鳳鳴⾼ 県⾼校総体 県営 5/26

10 10.02.98 小笠原 朋香 (3) 花輪⾼ 日体大競技会 日体大 12/6

5000m 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 16.58.33 渋⾕ 璃沙 (4) 佛教大 ﾅｲﾀｰﾄﾗｲｱﾙ丸⻲ 丸⻲ 10/11

2 17.17.17 佐藤 汐莉 (2) 東洋大 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾐｰﾄｩinくまがや 熊⾕ 4/19

3 17.40.59 阿部 杏和 (2) 白鷗大 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾐｰﾄｩinくまがや 熊⾕ 4/19

4 17.56.13 倉⽥ 紗彩 (4) 白鴎大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ網走 網走市 7/6

5 18.22.57 橋本 美加 ⿅角陸協 県選⼿権 県営 7/6

6 18.46.22 伊藤 優美子 秋⽥LSD ｱｼﾞｱﾏｽﾀｰｽﾞ 北上総合 9/22

7 18.52.34 伊藤 真祐子 (4) 日⼥体大 四大学対抗 相模原ｷﾞｵﾝ 4/19

8 19.46.63 佐藤 彩乃 (2) 東北学院大 東北地区大学総体 弘前市 6/29
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10000m 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 36.22.73 佐藤 汐莉 (2) 東洋大 関東学⽣対抗 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 5/16

2 36.57.13 倉⽥ 紗彩 (4) 白鴎大 関東学⽣対抗 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 5/16

100mH 0.840m/8.50m 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 風速 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 14.38 +1.9 河⽥ 萌 (4) 流通経済大 日体大競技会 日体大 5/3

2 14.97 -2.2 ⽥代 悠夏 (3) 大館国際情報⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/16

3 15.16 -2.0 八栁 唯 (2) 秋⽥和洋⼥⾼ 県選⼿権 県営 7/4

4 15.27 +0.9 岩﨑 初音 (2) 秋⽥中央⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

5 15.49 +0.9 加藤 葵 (2) 秋⽥⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

6 15.56 +1.2 内藤 真侑 (3) 湯沢⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/11

7 15.81 +0.9 板橋 莉歌 (1) 花輪⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

8 15.89 +0.9 伊藤 菜々子 (2) 秋⽥北⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

9 15.96 -2.1 小原 れん (3) 湯沢翔北⾼ 本荘春季 水林 4/27

10 16.01 +0.9 和賀 由香梨 (2) 湯沢⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

400mH 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 1.02.05 小原 れん (3) 湯沢翔北⾼ 県⾼校総体 県営 5/25

2 1.02.25 伊藤 愛海 (2) 秋⽥中央⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15

3 1.04.18 ⽥中 佳奈子 (3) 秋⽥北⾼ 東北総体 とうほう・みんなのスタジアム 8/31

4 1.04.63 佐藤 唯 (3) 大館桂⾼ 県⾼校総体 県営 5/25

5 1.05.32 雲然 光希 (3) 大曲農⾼ 県⾼校総体 県営 5/25

6 1.05.38 伊藤 菜々子 (2) 秋⽥北⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

7 1.05.41 松岡 英星 (2) 大館鳳鳴⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

8 1.05.94 須藤 舞香 (3) 秋⽥中央⾼ 県⾼校総体 県営 5/25

9 1.06.26 小畑 亜沙美 (3) 大館国際情報⾼ 支部⾼校総体 ⻑根山 5/11

10 1.06.33 久米 真⾐子 (2) 横⼿⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

5000mW 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 25.57.52 成⽥ 悠花 (3) 秋⽥北鷹⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

2 26.10.44 伊藤 久美香 (3) 大曲農⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

3 26.58.98 畠山 蛍 (2) 秋⽥北鷹⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

4 27.17.11 草彅 優李 (3) 角館⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

5 27.56.32 髙橋 みのり (2) 角館⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/27

6 27.57.17 桜⽥ 朱莉 (3) 能代松陽⾼ 支部⾼校総体 ⻑根山 5/11

7 27.57.45 関口 佳奈実 (3) 秋⽥北⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

8 28.20.83 後藤 美晴 (3) 大曲農⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

9 28.33.97 澤山 純奈 (2) 角館⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/27

10 29.13.11 原⽥ 櫻 (2) 能代松陽⾼ 支部⾼校総体 ⻑根山 5/11
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3000mSC 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 11.46.81 伊藤 真祐子 (4) 日⼥体大 順大競技会 順天堂大 5/3

4×100mR 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 ﾁｰﾑ 氏名 (学年) 学年 競技会名 場所 月日
1 47.51 秋⽥和洋⼥⾼ 佐藤 美奈(2)

髙橋 成美(2)
八栁 唯(2)
下⽥ 美穂(3)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

2 48.54 大館桂⾼ 佐藤 唯(3)
⻑⽥ 葵(3)
芳賀 珠純(3)
齋藤 友代(1)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

3 48.59 秋⽥和洋⼥⾼ 佐藤 美奈(2)
髙橋 成美(2)
八栁 唯(2)
柴⽥ 理沙(2)

県⾼校総体 県営 5/24

4 48.64 秋⽥和洋⼥⾼ 佐藤 美奈(2)
下⽥ 美穂(3)
八栁 唯(2)
髙橋 成美(2)

本荘秋季 水林 10/19

5 48.97 大館国際情報⾼ 佐藤 ⾥帆(3)
佐藤 美奈(3)
佐藤 美優(3)
⽥代 悠夏(3)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

6 48.98 秋⽥和洋⼥⾼ 眞壁 明日花(1)
髙橋 成美(2)
八栁 唯(2)
下⽥ 美穂(3)

県選⼿権 県営 7/4

7 49.07 横⼿清陵学院⾼ ⾼橋 桃華(1)
武⽥ 緑花(3)
山方 香乃(2)
鈴木 結唯(3)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

8 49.12 秋⽥和洋⼥⾼ 佐藤 美奈(2)
髙橋 成美(2)
下⽥ 美穂(3)
斎藤 美侑(1)

全国⾼校総体 山梨中銀スタジアム 7/30

9 49.29 秋⽥⾼ 熊⾕ 奈都子(3)
倉⽥ 優(2)
池⽥ 綾子(3)
⻄野 早紀(3)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13
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10 49.45 秋⽥中央⾼ 鈴木 ⿇菜美(3)
丸⾕ 香菜恵(3)
杉⽥ 愛⾥香(3)
岩﨑 初音(2)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

混成 46.65 国体県選抜 柴⽥ あいり
佐藤 愛
芳賀 珠純
相⾺ 絵⾥子

国体 諫早 10/20

4×400mR 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 ﾁｰﾑ 氏名 学年 競技会名 場所 月日
1 3.58.35 秋⽥中央⾼ 岩﨑 初音(2)

遠藤 優梨(1)
伊藤 愛海(2)
丸⾕ 香菜恵(3)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/14

2 3.58.66 大館桂⾼ ⻑⽥ 葵(3)
佐藤 唯(3)
佐藤 綾美(3)
芳賀 珠純(3)

県⾼校総体 県営 5/26

3 3.59.18 秋⽥和洋⼥⾼ 佐藤 美奈(2)
三浦 舞(2)
斎藤 美侑(1)
髙橋 成美(2)

県⾼校新人 県営 9/7

4 3.59.62 大館鳳鳴⾼ ⻫藤 有美(3)
成⽥ 優奈(2)
木村 美久(3)
松岡 英星(2)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15

5 4.00.56 秋⽥北⾼ 原⽥ みなみ(1)
内山 杏南(1)
伊藤 菜々子(2)
⽥中 佳奈子(3)

東北総体 とうほう・みんなのスタジアム 8/31

6 4.00.74 秋⽥和洋⼥⾼ 佐藤 美奈(2)
髙橋 成美(2)
柴⽥ 理沙(2)
三浦 舞(2)

東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15

7 4.02.57 秋⽥和洋⼥⾼ 佐藤 美奈(2)
三浦 舞(2)
柴⽥ 理沙(2)
八栁 唯(2)

東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/28

8 4.02.67 大館鳳鳴⾼ ⽥村 杏莉(2)
成⽥ 優奈(2)
島内 沙綺(1)
松岡 英星(2)

東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/28

9 4.02.87 秋⽥中央⾼ 須藤 舞香(3)
丸⾕ 香菜恵(3)
遠藤 優梨(1)
伊藤 愛海(2)

支部⾼校総体 八橋 5/11
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10 4.03.05 秋⽥和洋⼥⾼ 三浦 舞(2)
八栁 唯(2)
賀藤 もも(1)
髙橋 成美(2)

県選⼿権 県営 7/6

5km 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 17.42. 千⽥ 春佳 (3) 秋⽥⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

2 18.35. 遠藤 優梨 (1) 秋⽥中央⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

3 18.36. 工藤 るり子 (3) 秋⽥中央⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

4 18.52. 三上 優香 (1) 大館鳳鳴⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

5 18.53. 桜庭 美紅 (2) 秋⽥⾼ 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

10km 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 36.11. 鈴木 絵⾥ 能代山本陸協 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

2 37.21. 阿部 杏和 (2) 白鷗大 山陽⼥子ﾛｰﾄﾞ 山陽⼥子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 11/16

3 37.58. 橋本 美加 ⿅角陸協 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

4 39.57. 伊藤 優美子 秋⽥LSD いわて北上ﾏﾗｿﾝ 北上市 10/12

5 41.56. 工藤 友子 追分小学校 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

6 42.41. 杉渕 澄子 体⼒増強計画 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

7 43.47. 番場 貴美子 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

8 43.52. 鈴木 遥 ねっぱらん 山⽥記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

9 44.16. 鎌⽥ 豊子 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

10 44.36. 佐藤 恵美 タイガース ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

20km 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 1.16.04. 橋本 美加 ⿅角陸協 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

2 1.28.03. 石井 亜由子 走風水流 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

3 1.28.56. 小野 真美 秋⽥県走友会 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

4 1.32.15. 安部 有⾥子 SRC ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

5 1.32.50. 相原 順子 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

6 1.33.19. 三浦 ゆう子 あ!ｼﾛｰﾄ秋⽥ ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

7 1.33.55. 粕加屋 ひとみ ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

8 1.35.09. 伊藤 ゆかり 本荘⿃忠 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

9 1.37.21. ⽥中 貴美子 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

10 1.37.35. 小野 三枝子 秋⽥県走友会 ⽥沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/21

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 1.17.25. 鈴木 絵⾥ 能代山本陸協 山陽⼥子ﾛｰﾄﾞ 山陽⼥子ﾊｰﾌ 11/16

2 1.23.38. 橋本 美加 ⿅角陸協 ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ花巻ﾊｰﾌ 花巻市 5/6

3 1.26.23. 岡⽥ 遼子 HK走らん会 2014ｶｯﾊﾟﾊｰﾌ 宮城 11/23

4 1.27.08. 伊藤 優美子 秋⽥市陸協 山陽⼥子ﾛｰﾄﾞ 山陽⼥子ﾊｰﾌ 11/16

5 1.35.41. 石井 亜由子 秋⽥市陸協 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台市 5/11
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6 1.38.40. 小笠原 信子 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台市 5/11

7 1.40.28. ⻑塚 弘子 ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ花巻ﾊｰﾌ 花巻市 5/6

8 1.41.44. 鈴木 遥 ねっぱらん 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台市 5/11

9 1.41.54. 小野 真美 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台市 5/11

10 1.42.17. 塚本 香織 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台市 5/11

ﾏﾗｿﾝ 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 2.47.00 鈴木 絵⾥ 能代山本陸協 ﾎﾉﾙﾙﾏﾗｿﾝ ﾎﾉﾙﾙ 12/14

2 2.56.52 橋本 美加 ⿅角陸協 いわて北上ﾏﾗｿﾝ 北上市 10/12

3 3.06.23 伊藤 優美子 秋⽥陸協 勝⽥ﾏﾗｿﾝ 勝⽥ 1/25+

4 3.12.45 石井 亜由子 秋⽥市陸協 つくばﾏﾗｿﾝ つくばﾏﾗｿﾝｺｰｽ 11/23

5 3.16.20 白方 冬美 秋大医学部 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 2/22+

6 3.20.48 木⾕ 勝江 秋⽥陸協 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 2/22+

7 3.22.58 佐々木 千秋 秋⽥陸協 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 2/22+

8 3.24.03 清野 智子 佐野薬局 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 2/22+

9 3.25.18 秋⽥ 秀子 秋⽥陸協 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 2/22+

10 3.28.44 小笠原 信子 あ!ｼﾛｰﾄ秋⽥ いわて北上ﾏﾗｿﾝ 北上市 10/12
+:2015年の記録   

5kmW 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 27.33. 伊藤 久美香 (3) 大曲農⾼ 森山ｻﾏｰｳｫｰｸ ⾦ヶ崎 8/3

2 28.22. 成⽥ 悠花 (3) 秋⽥北鷹⾼ 森山ｻﾏｰｳｫｰｸ ⾦ヶ崎 8/3

3 28.38. 畠山 蛍 (2) 秋⽥北鷹⾼ 森山ｻﾏｰｳｫｰｸ ⾦ヶ崎 8/3

走高跳 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 1m60 ⽥代 悠夏 大館国際情報⾼ 県⾼校総体 県営 5/24

1 1m60 飯塚 茜 横⼿清陵学院⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/29

3 1m58 渡会 倫実 横⼿城南⾼ 支部⾼校新人 十文字 8/18

4 1m57 濱⽥ 風香 秋⽥⾼ 県⾼校総体 県営 5/24

※七種 4 1m57 羽澤 知歩 大館鳳鳴⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/28

6 1m56 奈良 美彩 尾去沢中 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選 ⿅角 8/30

7 1m54 渋⾕ 泉水 花輪一中 県中学総体 県営 7/13

7 1m54 熊⾕ 亜未 秋⽥⻄中 通信県予選 県営 7/20

9 1m51 佐々木 玲⾐ 横⼿城南⾼ 県⾼校総体 県営 5/24

9 1m51 梶原 真夢 横⼿北中 東北中学 開成山 8/8
※七種:混成競技における記録

棒高跳 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 3m10 愛知 薫子 筑波大 県選⼿権 県営 7/4

2 2m90 永井 湖子 能代松陽⾼ 県選⼿権 県営 7/4

3 2m70 畠山 樺純 能代松陽⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/28

4 2m50 愛知 貴子 秋⽥北⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/28

4 2m50 髙⽥ 沙椰 秋⽥中央⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/28
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6 2m20 下⽥ 美穂 秋⽥和洋⼥⾼ 県選⼿権 県営 7/4

7 1m70 大和 志乃 秋⽥南⾼ 県⾼校新人OP 県営 9/5

走幅跳 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 風速 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 5m66 -0.2 ⾼橋 桃華 (1) 横⼿清陵学院⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

2 5m64 +1.5 下⽥ 美穂 (3) 秋⽥和洋⼥⾼ 秋⽥市⺠ｽﾎﾟｰﾂ祭 八橋 10/5

3 5m58 +1.1 ⾼橋 英⾥ (1) 福島大 北日本ｲﾝｶﾚ 新潟 8/12

※七種 4 5m44 +1.5 ⽥代 悠夏 (3) 大館国際情報⾼ 県⾼校総体 県営 5/26

5 5m30 +0.4 橋本 玲菜 (2) 花輪⾼ 県⾼校総体 県営 5/25

6 5m22 +1.8 山⽥ 小聖 (3) 能代⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/15

6 5m22 +1.3 塚⽥ 美羽 (3) 秋⽥⻄中 秋⽥市中学総体 八橋 6/14

8 5m20 +0.9 倉⽥ 優 (2) 秋⽥⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

8 5m20 +1.5 安藤 賀子 (2) 能代⾼ 支部⾼校新人 ⻑根山 8/17

10 5m16 +1.9 木沢 理子 (3) 飯島中 秋⽥市中学総体 八橋 6/14
※七種:混成競技における記録

三段跳 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 風速 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 10m90 0.0 ⾼橋 英⾥ (1) 福島大 福島大TC競技会 福島大 11/1

2 10m85 +1.3 仲居 優 (3) 秋⽥北鷹⾼ 県選⼿権 県営 7/6

3 10m72 +1.7 柴⽥ 宏 (1) 山形大 東北学⽣選⼿権 仙台市 10/4

4 10m70 +0.5 瀬畠 あゆみ (3) 横⼿清陵学院⾼ 県選⼿権 県営 7/6

5 10m52 +1.2 髙橋 美裕 (3) 東北福祉大 東北地区大学総体 弘前市 6/28

6 10m49 -0.3 佐野 凜 (1) 秋⽥和洋⼥⾼ 県⾼校新人OP 県営 9/7

7 1m34 -0.3 安藤 賀子 (2) 能代⾼ 県選⼿権 県営 7/6

8 9m83 -0.1 佐藤 舞 (3) 秋⽥北鷹⾼ 県選⼿権 県営 7/6

9 9m58 -1.3 星宮 ⾥桜 (1) 大館桂⾼ 県北⾼校秋季記録会 ⻑根山 9/15

10 8m78 +1.0 佐々木 優花 (2) 角館⾼ 支部⾼校新人OP 十文字 8/17

砲丸投 4.000kg 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 11m38 神⾕ 愛理 (3) 平成⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/16

2 11m27 佐々木 亜⾥奈 (2) 雄物川⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/16

3 11m26 佐藤 瑞樹 (3) 東京⼥子体育大 県選⼿権 県営 7/6

4 11m02 髙橋 郁帆 (3) 大曲農⾼ 東北総体 とうほう・みんなのスタジアム 8/31

5 10m84 ⽥中 風花 (1) 大館国際情報⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

6 10m29 ⾼橋 唯 (2) 中央大 関東学⽣新人 熊⾕ 9/23

7 10m17 星宮 ちづる (2) 角館⾼ 支部⾼校新人 十文字 8/18

8 10m16 ⽥村 結唯 (2) ⼆ツ井⾼ 県⾼校新人 県営 9/6

9 10m10 畠山 千紗 (2) 東京⼥子体育大 県選⼿権 県営 7/6

10 10m09 ⽥原 智仁 (3) 花輪⾼ 県⾼校総体 県営 5/25

円盤投 1.000kg 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 38m75 佐藤 瑞樹 (3) 東京⼥子体育大 東⼥体大土曜競技会 東⼥体大 4/5
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2 35m01 ⽥原 智仁 (3) 花輪⾼ 県選⼿権 県営 7/5

3 33m20 髙橋 郁帆 (3) 大曲農⾼ 東北総体 とうほう・みんなのスタジアム 8/30

4 32m14 石山 奈穂 (2) 湯沢翔北⾼ 支部⾼校新人 十文字 8/16

5 32m06 堀 裕奈 (3) 秋⽥商⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/14

6 31m68 若松 百恵 (3) 大館桂⾼ 県⾼校総体 県営 5/23

7 30m78 畠山 千夏 (2) 小坂⾼ 支部⾼校総体 ⻑根山 5/11

8 30m14 髙橋 沙湖 (2) 大曲⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/27

9 29m99 菅原 優美 (2) 大館桂⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/27

10 29m75 佐藤 ⾥奈 (2) 湯沢翔北⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/8

ﾊﾝﾏｰ投 4.000kg ◎:県新記録 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

◎ 1 49m08 ⽥原 智仁 (3) 花輪⾼ 国体 諫早 10/19

2 43m68 髙橋 沙湖 (2) 大曲⾼ 流経大競技会 ⻯ヶ崎市 12/6

3 36m90 小舘 充華 (1) 花輪⾼ 東北総体 とうほう・みんなのスタジアム 8/30

4 29m37 大山 彩芽 (1) 能代松陽⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/29

5 28m69 髙橋 郁帆 (3) 大曲農⾼ 春季県南⾼校記録会 十文字 6/7

6 28m21 ⽥村 玲 (1) 能代松陽⾼ 県北⾼校秋季記録会 ⻑根山 9/15

7 28m06 阿部 知昌 (2) 花輪⾼ 支部⾼校新人OP ⻑根山 8/16

8 25m99 畑沢 美津貴 (2) 大館桂⾼ 県⾼校新人OP 県営 9/4

9 24m74 ⾼村 朱梨亜 (2) 大曲⾼ 県南⾼校秋季記録会 十文字 9/14

10 24m33 畠山 由紀乃 (2) ⼆ツ井⾼ 支部⾼校新人OP ⻑根山 8/16

やり投 ◎:県新記録 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

◎ 1 51m96 ⾼橋 唯 (2) 中央大 関東学⽣対抗 熊⾕ 5/16

2 46m49 髙橋 沙湖 (2) 大曲⾼ 春季県南⾼校記録会 十文字 6/7

3 43m71 菅原 優美 (2) 大館桂⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

4 40m79 山中 侑希奈 (2) 横⼿清陵学院⾼ 県⾼校総体 県営 5/24

5 40m24 小松 正美 (2) 雄物川⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/13

6 38m95 星宮 ちづる (2) 角館⾼ 県⾼校総体 県営 5/24

※七種 7 35m48 斎藤 万柚子 (2) 由利⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/29

8 34m36 猪又 槙穂 (2) ⻄目⾼ 支部⾼校新人 県営 8/18

9 33m62 若松 百恵 (3) 大館桂⾼ 県⾼校総体 県営 5/24

※七種 10 33m39 羽澤 知歩 (2) 大館鳳鳴⾼ 県⾼校新人 県営 9/6
※七種:混成競技における記録

七種競技 県10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 4433点 ⽥代 悠夏 (3) 大館国際情報⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/16

15.19(-1.4) 1m56 8m88 26.87(-1.0) 5m59(+2.9) 28m19 2.39.38

2 3971点 羽澤 知歩 (2) 大館鳳鳴⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/29

16.74(0.0) 1m57 8m13 28.01(+2.2) 4m80(-0.8) 33m34 2.41.10

3 3867点 斎藤 万柚子 (2) 由利⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

16.73(-0.3) 1m47 7m56 27.67(+0.7) 4m47(+1.4) 33m98 2.33.36

4 3802点 小原 れん (3) 湯沢翔北⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/11

16.21(+1.3) 1m32 7m85 26.44(+2.5) 4m65(+1.5) 26m06 2.32.12

－26－



5 3779点 髙橋 沙湖 (2) 大曲⾼ 県⾼校総体 県営 5/26

17.41(-0.5) 1m35 8m96 28.86(-0.2) 4m72(+3.1) 42m72 2.43.26

6 3508点 村上 沙也加 (3) 由利⾼ 東北⾼校総体 ひとめぼれスタジアム宮城 6/16

17.87(+1.8) 1m38 7m12 28.19(-1.4) 4m72(+2.2) 26m86 2.33.15

7 3285点 伊藤 詩音 (2) 明桜⾼ 東北⾼校新人 とうほう・みんなのスタジアム 9/29

18.16(0.0) 1m45 5m88 28.86(+2.7) 4m39(+0.9) 24m34 2.33.75

8 3242点 齊藤 春香 (2) 横⼿清陵学院⾼ 支部⾼校総体 十文字 5/11

18.15(-0.1) 1m50 5m09 28.52(+2.5) 4m64(+1.8) 22m25 2.42.08

9 3099点 近 愛理 (1) 秋⽥⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

18.73(-0.3) 1m32 6m56 28.90(-0.1) 4m24(+1.6) 24m36 2.33.40

10 3081点 栁沢 実穂 (1) 十和⽥⾼ 県⾼校新人 県営 9/7

18.82(+0.6) 1m32 7m05 28.46(+0.7) 4m14(+1.2) 23m81 2.36.63

※日付は2日目を記載

－27－


