
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 10.50 0.9 赤平 悠斗 (4) 仙台大 仙台大学競技会 仙台大 7/22

2 10.54 1.2 簾内 勇拳 (4) 城⻄大 県選手権 八橋 7/8

3 10.67 0.5 高橋 謙介 (3) 横手清陵学院高 東北高校 山形県総合 6/17

3 10.79 0.8 佐々木 克尚 (3) 秋田大 北日本学⽣対校 あづま 7/1

5 10.81 2 出口 颯真 (3) 秋田中央高 東北高校 山形県総合 6/17

6 10.85 0.8 熊⾕ 龍之介 (2) 秋田高 東北高校新⼈ 北上 9/30

7 10.93 0.2 渡辺 優樹 (1) 秋田大 北日本学⽣対校 あづま 7/1

7 10.93 -0.1 木内 颯太 (3) 秋田商高 県選手権 八橋 7/8

9 10.95 1.7 越後 一真 (2) 能代工高 東北高校 山形県総合 6/17

9 10.95 1.8 神山 連 (3) 秋田⻄高 東北高校 山形県総合 6/17

9 10.95 0.6 柳 晋登 (4) 秋田大 県選手権 八橋 7/8

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 21.49 1.4 高橋 謙介 (3) 横手清陵学院高 全国高校総体 山形県総合 8/1

2 21.59 0.5 佐藤 修平 (3) 日大 日体大競技会 日体大 10/1

3 21.69 -0.6 工藤 大晟 (3) 駿河台大 県選手権 県営 7/9

4 21.93 -0.6 渡辺 優樹 (1) 秋田大 北日本学⽣対校 あづま 7/2

5 21.95 2 熊⾕ 龍之介 (2) 秋田高 支部高校新⼈ 県営 8/27

6 21.98 0.1 木内 颯太 (3) 秋田商高 県選手権 県営 7/9

7 21.99 -0.8 赤平 悠斗 (4) 仙台大 東北大学総体 県営 10/22

8 22.03 0 簾内 勇拳 (4) 城⻄大 県選手権 県営 7/9

9 22.24 0.3 兎澤 航平 (3) 岩手大 東北学⽣選手権 仙台市 9/25

10 22.25 2 佐藤 駿介 (2) 秋田高 支部高校新⼈ 県営 8/27

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 47.43 工藤 大晟 (3) 駿河台大 県選手権 県営 7/7

2 48.43 兎澤 航平 (3) 岩手大 東北大学総体 県営 10/21

3 48.44 木越 孔明 (2) ⽴教大 国士舘大競技会 国士舘大 3/31+

4 48.82 中沢 駿介 (3) 秋田中央高 県選手権 県営 7/7

5 49.14 佐藤 駿介 (2) 秋田高 東北高校新⼈ 北上 9/29

6 49.23 山本 一夢 (2) 駿河台大 東海大競技会 横浜国際 4/1

7 49.42 北林 哲也 (3) 秋田⻄高 県高校総体 県営 5/26

8 49.50 武田 啓太 (3) 岩手大 北日本学⽣対校 あづま 7/1

9 49.81 高橋 亨輔 (3) 秋田中央高 県選手権 県営 7/7

10 50.08 佐藤 駿多 (2) 大館国情学院高 東北高校新⼈ 北上 9/29

+:2018年の記録

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 1.50.94 三浦 天道 (1) 慶大 国体 愛媛県総合 10/9

2 1.54.01 佐藤 優斗 (2) 仙台大 仙台大競技会 仙台大 6/11

3 1.55.16 佐藤 渉 秋田市役所 仙台大競技会 仙台大 6/11

4 1.55.60 井畑 圭喬 (3) ⽴正大 日体大競技会 日体大 10/1
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5 1.57.42 工藤 山河 (3) 秋田工高 県選手権 県営 7/8

6 1.57.75 八本 直季 (5) 秋田大 全日本医⻭薬獣医大 ⻄京極 8/24

7 1.57.96 伊藤 優太 (1) 平成国際大 県選手権 県営 7/8

8 1.57.97 平田 航輝 (3) 雄勝高 県選手権 県営 7/8

9 1.58.12 安達 響⽣ (2) 秋田工高 県高校新⼈ 県営 9/16

10 1.58.51 阿部幸之進 (3) 大館国情学院高 仙台大競技会 仙台大 4/23

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 3.49.88 松尾 淳之介 (2) 東海大 東海大競技会 秦野 8/4

2 3.57.29 斎藤 正輝 (4) 釧路公⽴大 日本学⽣対校 福井 9/8

3 3.59.37 三浦 天道 (1) 慶大 日体大競技会 日体大 6/17

4 3.59.58 工藤 山河 (3) 秋田工高 東北高校総体 山形県総合 6/16

5 4.00.46 ⽵村 拓真 (2) 秋田工高 県高校新⼈ 県営 9/14

6 4.00.48 天野 ⻯汰 (3) 秋田工高 県高校総体 県営 5/26

7 4.00.78 安達 響⽣ (2) 秋田工高 東北高校新⼈ 北上 9/29

8 4.00.94 佐藤 渉 秋田市役所 東日本実業団 県営 5/20

9 4.01.18 伊藤 優太 (1) 平成国際大 順天堂競技会 順天堂大 10/28

10 4.02.31 萩野 紫音 (3) 大館国情学院高 東北高校総体 山形県総合 6/16

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 13.56.07 松尾 淳之介 (2) 東海大 日体大競技会 日体大 9/24

2 14.21.85 安藤 駿 (2) 神奈川大 世田⾕競技会 世田⾕ 4/8

3 14.22.30 天野 ⻯汰 (3) 秋田工高 日体大競技会 日体大 12/3

4 14.24.60 新号 健志 ⻘学大 日体大競技会 日体大 12/3

5 14.26.56 湊⾕ 春紀 (3) 東海大 日体大競技会 日体大 9/24

6 14.30.71 高貝 瞬 (1) 秋田工高 日体大競技会 日体大 12/3

7 14.32.70 ⾦井 優介 (2) 中央学大 世田⾕競技会 世田⾕ 7/1

8 14.35.91 板橋 賢吾 (4) 駒大 世田⾕競技会 世田⾕ 7/1

9 14.38.25 佐藤 弥憂 (2) 国士大 日体大競技会 日体大 10/15

10 14.38.67 ⽵村 拓真 (2) 秋田工高 日体大競技会 日体大 10/15

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 28.41.77 湊⾕ 春紀 (3) 東海大 10000m記録挑戦競技会 慶大 11/25

2 28.50.94 松尾 淳之介 (2) 東海大 日本学⽣対校 福井 9/8

3 29.30.84 板橋 賢吾 (4) 駒大 日体大競技会 日体大 6/3

4 29.41.13 阿部 啓明 (4) 東海大 日体大競技会 日体大 9/23

5 29.43.55 安藤 駿 (2) 神奈川大 日体大競技会 日体大 4/22

6 29.46.11 ⾦井 優介 (?) 中央学大 日体大競技会 日体大 12/2

7 29.56.14 高橋 響 (1) 順大 順天堂大競技会 順天堂大 12/2

8 29.58.28 新号 健志 (1) ⻘学大 10000m記録挑戦競技会 慶大 11/25

9 30.05.58 桜庭 宏暢 (4) 日本薬科大 日体大競技会 日体大 9/23

10 30.09.86 佐藤 弥憂 (2) 国士大 平成国際大競技会 鴻巣 10/21
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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 14.70 0.9 庄司 一真 (2) 国武大 県選手権 県営 7/7

1 14.86 1.8 山信田 有太 (3) 岩手大 北日本学⽣対校 あづま 7/1

3 15.05 1.2 熊⾕ 魁 (2) 秋田中央高 東北高校総体 山形県総合 6/19

4 15.11 1.1 後藤 瑞貴 (3) ⾦⾜農高 東北高校総体 山形県総合 6/19

5 15.21 0.8 太刀川 滉一 (3) 山形大 北日本学⽣対校 あづま 7/1

6 15.22 0.9 松橋 十輝 (3) 秋田商高 県選手権 県営 7/7

7 15.36 0.9 大友 颯太 (3) 湯沢翔北高 県選手権 県営 7/7

8 15.42 0.8 藤原 拓⾺ (2) 横手高 県高校総体 県営 5/29

8 15.43 -0.7 武田 樹 (2) 秋田高 みちのく春季 一関 4/8

10 15.71 0.9 相川 俊隆 (3) 十和田高 県選手権 県営 7/7

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 52.52 佐藤 杜登 (1) 駿河台大 関東学⽣対校 横浜国際 5/28

2 52.59 佐藤 駿真 (1) 東海大 県選手権 県営 7/8

3 54.30 小松田 寛⼈ (3) 大曲農高 東北高校総体 山形県総合 6/18

4 54.91 渡部 卓統 (1) 北教大函館大 北海道学⽣選手権 札幌市円山 9/17

5 54.96 渡部 卓統 (1) 北教大 全国教育系大学競技会 都⽴大井ふ頭 8/5

6 55.35 三浦 征 (4) 福島大 北日本学⽣対校 あづま 7/2

7 55.58 武田 樹 (2) 秋田高 県高校総体 県営 5/28

8 56.14 鈴木 景 (2) 東北大 全国七大学対校 瑞穂 7/30

9 56.20 大友 颯太 (3) 湯沢翔北高 県高校総体 県営 5/28

9 56.20 富樫 巧真 (2) 大館国情学院高 県高校新⼈ 県営 9/16

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 9.04.23 続木 悠也 (3) 順大 日本学⽣個⼈ 平塚競技場 6/11

2 9.14.48 鈴木 玲央 (2) 秋田工高 東北高校新⼈ 北上 10/1

3 9.17.98 続木 日向 (3) 秋田工高 県高校総体 県営 5/29

4 9.18.21 ⾦井 優介 (2) 中央学大 順大競技会 順天堂大 5/6

5 9.21.38 土田 陽大 (2) 秋田工高 東北高校新⼈ 北上 10/1

6 9.29.74 津⾕ 幸希 (3) 秋田北鷹高 県選手権 県営 7/9

7 9.38.04 斎藤 正輝 (4) 釧路公⽴大 北海道学⽣対校 札幌市厚別 5/13

8 9.39.03 高橋 陸斗 (2) 秋田工高 支部高校新⼈ 県営 8/26

9 9.42.00 木村 秀 (1) 東北大 全国七大学対校 瑞穂 7/30

10 9.42.34 渡辺 大地 (2) 能代高 東北高校新⼈ 北上 10/1

5000mW 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 21.09.63 小武海 泰士 (3) 能代高 第70回全国高校対校選手権 山形県総合 7/31

2 21.29.40 近藤 大貴 (3) 秋田工高 県高校総体 県営 5/27

3 22.52.83 神原 純也 (3) 横手高 県高校総体 県営 5/27
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4 23.02.39 進藤 宝登 (2) 横手高 東北高校新⼈ 北上 10/1

5 23.39.99 富塚 賢弥 (4) 北大 全国七大学対校 瑞穂 7/30

6 23.40.79 秋山 亮太 (2) 秋田工高 県高校新⼈ 県営 9/15

7 23.43.83 滝口 玲士 (3) 大館国情学院高 県高校総体 県営 5/27

8 24.35.13 菅原 恒平 (3) 秋田高 支部高校総体 県営 5/11

9 24.57.76 岡固 創 (3) 横手高 県高校総体 県営 5/27

10 25.51.39 田近 寛太 (3) 秋田南高 県高校総体 県営 5/27

10000mW 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 49.06.49 富塚 賢弥 (4) 北大 北海道学⽣対校 札幌市厚別 5/14

2 .. 0 0 0 0 0 1/0

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 41.66 秋田中央高 熊⾕ 魁(2)

中沢 駿介(3)
高橋 亨輔(3)
出口 颯真(3)

県選手権 県営 7/7

2 41.69 横手清陵学院高 住⾕ 稜(3)
小松 千大(3)
高橋 謙介(3)
照井 和也(3)

県選手権 県営 7/7

3 42.10 秋田高 武田 樹(2)
畠山 幸⼈(1)
佐藤 駿介(2)
熊⾕ 龍之介(2)

東北高校 天童 6/16

4 42.36 秋田商高 富樫 昂平(2)
小⽟ ⾠弥(3)
工藤 楓斗(1)
木内 颯太(3)

東北高校 天童 6/16

5 42.44 大館国情学院高 佐藤 蓮(2)
伊藤 尚之(2)
日景 翔輝(2)
中嶋 唯⼈(2)

県高校総体 県営 5/27

6 42.48 秋田高 佐藤 駿介(2)
畠山 幸⼈(1)
加藤 伊織(1)
熊⾕ 龍之介(2)

東北高校新⼈ 北上 9/30

7 42.53 大館国情学院高 佐藤 蓮(2)
伊藤 尚之(2)
日景 翔輝(2)
佐藤 駿多(2)

東北高校 天童 6/16
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8 42.54 秋田⻄高 三浦 祐紀(3)
神山 連(3)
北林 哲也(3)
小林 隆志(2)

県高校総体 県営 5/27

9 42.55 秋田商高 富樫 昂平(2)
小⽟ ⾠弥(3)
渡部 裕介(2)
木内 颯太(3)

支部高校総体 八橋 5/12

10 42.91 秋田商高 工藤 楓斗(1)
富樫 昂平(2)
渡部 裕介(2)
高橋 燦志郎(2)

県選手権 県営 7/8

混成 41.14 秋田県選抜 萩原 和
斎藤 颯斗
中沢 駿介
野呂 龍斗

国体 愛媛 10/8

4×400mR 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 3.18.67 秋田商高 伊嶋 颯雅(3)

高橋 燦志郎(2)
富樫 昂平(2)
木内 颯太(3)

県高校総体 県営 5/29

2 3.18.70 横手清陵学院高 高橋 謙介(3)
小松 千大(3)
佐々木 陸登(2)
高階 春希(3)

県高校総体 県営 5/29

3 3.19.44 秋田高 畠山 幸⼈(1)
佐藤 駿介(2)
三⾕ 優樹(1)
熊⾕ 龍之介(2)

東北高校新⼈ 北上 10/1

4 3.19.67 秋田中央高 高橋 亨輔(3)
熊⾕ 魁(2)
伊藤 慶斗(2)
中沢 駿介(3)

県高校総体 県営 5/29

5 3.19.68 秋田中央高 高橋 亨輔(3)
熊⾕ 魁(2)
出口 颯真(3)
中沢 駿介(3)

東北高校 天童 6/17

6 3.20.08 秋田高 武田 樹(2)
佐藤 駿介(2)
畠山 幸⼈(1)
熊⾕ 龍之介(2)

県選手権 県営 7/9

7 3.20.20 秋田高 畠山 幸⼈(1)
佐藤 駿介(2)
門脇 俊亮(3)
熊⾕ 龍之介(2)

県高校総体 県営 5/29
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8 3.20.23 秋田⻄高 神山 連(3)
小林 隆志(2)
加藤 優太(1)
北林 哲也(3)

県選手権 県営 7/9

9 3.20.58 秋田商高 高橋 燦志郎(2)
工藤 楓斗(1)
中嶋 凌(2)
富樫 昂平(2)

県選手権 県営 7/9

10 3.23.98 大館国情学院高 中村 快斗(2)
伊藤 尚之(2)
佐藤 蓮(2)
佐藤 駿多(2)

県選手権 県営 7/9

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 29.41. 湊⾕ 春紀 3 東海大 世田⾕246ﾊｰﾌ 世田⾕ 11/12

2 30.13. 桜庭 宏暢 4 日本薬科大 箱根駅伝予選会 昭和記念公園 10/14

3 30.25. 板橋 賢吾 4 駒大 世田⾕246ﾊｰﾌ 世田⾕ 11/12

4 30.28. 新号 健志 1 ⻘学大 神奈川ﾏﾗｿﾝ 神奈川 2/4+

5 30.33. 天野 ⻯汰 3 秋田工高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

6 31.09. 才村 流成 土崎陸友会 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

7 31.29. 工藤 山河 3 秋田工高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

8 31.31. 太田 光紀 3 秋田工高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

9 31.35. 続木 日向 3 秋田工高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29

10 31.37. ⽵村 拓真 2 秋田工高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館 4/29
+:2018年の記録   

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 1.00.21. 湊⾕ 春紀 3 東海大 世田⾕246ﾊｰﾌ 世田⾕ 11/12

2 1.01.34. 桜庭 宏暢 4 日本薬科大 箱根駅伝予選会 昭和記念公園 10/14

3 1.01.59. 板橋 賢吾 4 駒大 世田⾕246ﾊｰﾌ 世田⾕ 11/12

4 1.04.23. 阿部 啓明 4 東海大 高島平ﾛｰﾄﾞ 高島平 10/15

5 1.04.26. 加藤 雄平 2 国士大 世田⾕246ﾊｰﾌ 世田⾕ 11/12

6 1.05.06. 大場 直樹 秋田市陸協 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台 5/14

7 1.05.57. 高橋 響 1 順大 高島平ﾛｰﾄﾞ 高島平 10/15

8 1.06.34. 鈴木 快 1 法大 世田⾕246ﾊｰﾌ 世田⾕ 11/12

9 1.07.20. 伊藤 伸一 土崎陸友会 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台 5/14

10 1.08.25. 大沢 駿 ニプロＡＣ 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

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 1.03.42. 湊⾕ 春紀 3 東海大 世田⾕246ﾊｰﾌ 世田⾕ 11/12

2 1.05.21. 板橋 賢吾 4 駒大 世田⾕246ﾊｰﾌ 世田⾕ 11/12

3 1.07.14. 中野 創也 2 東洋大 小江⼾川越ﾊｰﾌ 川越 11/26

4 1.07.54. 加藤 雄平 2 国士大 世田⾕246ﾊｰﾌ 世田⾕ 11/12

5 1.08.41. 大場 直樹 秋田市陸協 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台 5/14
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6 1.09.41. 大場 直樹 つめ・あま〜ズ；秋田県庁 錦秋湖ﾏﾗｿﾝ ⻄和賀町 5/28

7 1.10.17. 鈴木 快 1 法大 世田⾕246ﾊｰﾌ 世田⾕ 11/12

8 1.10.54. 伊藤 伸一 土崎陸友会 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台 5/14

9 1.12.05. 時田 爽志 2 秋田大 花巻ﾊｰﾌ 花巻 4/23

10 1.12.12. 森林 純太 秋田看護学校 花巻ﾊｰﾌ 花巻 4/23

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 2.29.54. 井関 肇 大仙仙北陸協 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12/3

2 2.34.24. 藤原 敏 湯沢雄勝陸協 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12/3

3 2.39.46. 山崎 好聡 秋田市陸協 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 2/25+

4 2.42.33. 井関 肇 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

5 2.42.54. 尾崎 紀幸 大館北秋陸協 奧州きらめきﾏﾗｿﾝ 奥州市 5/21

6 2.44.52. 千葉 雄司 奧州きらめきﾏﾗｿﾝ 奥州市 5/21

7 2.45.42. 中村 太 ⻑井ﾏﾗｿﾝ ⻑井市 10/15

8 2.46.32. 佐藤 惇 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

9 2.46.47. 高野 周平 由利本荘市役所 防府読売マラソン 防府市 12/17

10 2.47.06. 二方 克明 清酒「高清水」 北上ﾏﾗｿﾝ 北上市 10/8
+:2018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 21.52. 小武海 泰士 3+ 能代高 全日本競歩能美大会 能美 3/18+

2 22.36. 神原 純也 3 横手高 全日本競歩輪島大会 輪島 4/16

3 23.57. 岡固 創 3 横手高 全日本競歩輪島大会 輪島 4/16

4 25.07. 進藤 宝登 2 横手高 森山ｻﾏｰｳｫｰｸ 森山 8/5

5 38.41. 兎沢 ⾠男 0 秋田マスターズ 全日本マスターズ競歩 北上 10/9

+:2018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 45.10. 小武海 泰士 3+ 能代高 全日本競歩能美大会 能美 3/18+

2 46.58. 進藤 宝登 2+ 横手高 元旦競歩 神宮外苑 1/1+
+:2018年の記録   

20kmW 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 1.35.57. 小武海 泰士 3+ 能代高 全日本競歩能美大会 能美 3/18+

2 1.39.42. 富塚 賢弥 4+ 北大 元旦競歩 神宮外苑 1/1+
+:2018年の記録   

走高跳 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 1m99 後藤 大輝 (3) 湯沢翔北高 県高校総体 県営 5/28

2 1m97 猪股 海 (3) 明桜高 県選手権 県営 7/8

3 1m95 高橋 怜也 (1) 岩手大 東北学⽣対校 宮城スタジアム 5/14

4 1m95 小山 和澄 (2) 国武大 国際武道大競技会 国際武道大学陸上競技場 6/18

5 1m91 伊藤 尚之 (2) 大館国情学院高 県選手権 県営 7/8
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5 1m90 藤原 勇斗 (4) 仙台大 仙台大競技会 仙台大学陸上競技場 5/21

5 1m90 田中 祥平 (4) 東北大 全国七大学対校 瑞穂公園陸上競技場 7/30

8 1m89 山本 祐麻 (1) 筑波大 筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 9/30

9 1m89 高久 陽登 (3) 湯沢北中 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際総合競技場 10/27

10 1m86 熊⾕ 魁 (2) 秋田中央高 支部高校総体 県営 5/13

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 4m60 渡辺 雄介 (4) 秋田大 東北総体 県営 8/19

2 4m10 遠藤 大志 (3) 湯沢翔北高 県選手権 県営 7/7

2 4m10 佐藤 稜斗 (2) 大館桂桜高 県北記録会Ⅱ ⻑根山 9/24

4 3m90 相原 英太 (3) 秋田⻄高 県高校総体 県営 5/26

4 3m90 井上 哲舟 (2) 横手高 支部高校新⼈ 十文字 8/27

6 3m80 新山 博 (3) 秋田大 東北学⽣対校 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 5/14

6 3m80 相原 英大 (3) 秋田⻄高 県選手権 県営 7/7

6 3m80 藤井 翼 Ｔｅａｍ Ａｓｔａｒ 県選手権 県営 7/7

6 3m80 伊藤 聡 (3) 秋田御野場中 県中学総体 県営 7/17

6 3m80 湯瀬 拓夢 (2) 小坂高 県北記録会Ⅲ ⻑根山 10/16

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 7m60 +1.9 清水 航己 (2) 福島大 東北学⽣選手権 仙台 9/23

2 7m47 +1.5 斎藤 聖⼈ (3) 明海大 NISHI Athletic MEET 都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 7/22

3 7m29 +1.8 土肥 慧 (2) 横手城南高 県高校総体 県営 5/26

4 7m18 +2.0 富樫 昂平 (2) 秋田商高 県高校新⼈ 県営 9/14

5 7m17 +2.0 小松 千大 (3) 横手清陵学院高 県高校総体 県営 5/26

6 7m05 +1.8 熊⾕ 魁 (2) 秋田中央高 支部高校総体 八橋 5/13

6 7m05 +1.6 高橋 貴大 (3) 日体大 日体大競技会 日体大健志台 6/17

8 6m98 +1.6 庄司 一真 (2) 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 10/28

9 6m90 +0.4 今泉 裕真 (3) 東北大 仙台大学競技会 仙台大 6/10

10 6m84 -0.5 山本 祐麻 (1) 筑波大 筑波大競技会 筑波大 9/30

10 6m84 +1.5 佐藤 颯 (1) 明海大 北区選手権 江⼾川区 10/8
※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 14m76 +1.5 小松 千大 (3) 横手清陵学院高 国体 愛媛 10/9

2 14m33 -0.1 高橋 貴大 (3) 日体大 日体大競技会 日体大健志台 5/7

3 14m30 +1.0 本間 敬一 湯沢雄勝陸協 県選手権 県営 7/9

4 14m29 +1.5 土肥 慧 (2) 横手城南高 東北高校新⼈ 北上 10/1

5 14m20 +1.6 高橋 将史 (1) 仙台大 県選手権 県営 7/9

6 13m87 +1.4 安倍 翔 (2) 福島大 県選手権 県営 7/9
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7 13m53 -1.8 柿崎 研⼈ (3) 横手城南高 県高校総体 県営 5/29

8 13m49 -0.5 大坂 天心 (3) 横手高 県高校総体 県営 5/29

9 13m44 +0.9 石塚 一輝 (3) 能代高 県高校総体 県営 5/29
10 13m34 +0.8 石田 ⻯ (2) 秋田中央高 県高校新⼈ 県営 9/17

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 14m47 米森 心悟 (3) 流通経大 流通経済大競技会 龍ケ崎市 4/29

2 13m37 小松 魁⼈ (2) 能代松陽高 県選手権 県営 7/9

3 13m09 ⾦子 渉 (3) 国士大 県選手権 県営 7/9

4 12m92 高野 一路 (1) 順大 県選手権 県営 7/9

5 12m01 正木 央 (3) 国武大 国際武道大選手権 国際武道大 10/1

6 11m82 遠藤 隆矢 (3) 雄物川高 県選手権 県営 7/9

7 11m71 武田 泰杜 (2) 大館桂桜高 県選手権 県営 7/9

8 11m41 佐藤 圭⼈ (3) 湯沢翔北高 県選手権 県営 7/9

9 10m40 米倉 暢拓 (1) 秋田大 東日本医科学⽣総体 ⻑野 8/6

10 1m18 鐙 康晃 (2) 秋田高 県選手権 県営 7/9

円盤投 2.0kg 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 45m99 ⾦子 渉 (3) 国士大 県選手権 県営 7/8

2 41m07 正木 央 (3) 国武大 筑波大競技会 筑波大 4/15

3 39m86 ⾦子 三歩 国士大 日体大競技会 日体大健志台 4/29

4 36m58 ⻄村 慈⾬ (2) 流通経大 流通経済大競技会 龍ケ崎市 7/15

5 36m24 渋⾕ 元太郎 秋田市陸協 県選手権 県営 7/8

6 34m66 小松 航泰 (1) 秋田大 東北学⽣選手権 仙台 9/23

7 34m28 佐藤 弘典 能代市山本郡陸協 県北記録会Ⅲ ⻑根山 10/16

8 33m64 三森 達博 大館北秋高 県北記録会Ⅰ 鷹巣 6/3

9 32m88 佐藤 圭⼈ (3) 湯沢翔北高 県選手権 県営 7/8

10 32m05 高橋 一成 湯沢雄勝陸協 県選手権 県営 7/8

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 60m12 藤岡 真也 (4) 順大 関東学⽣選手権 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 5/27

2 56m65 桂田 瑞貴 (1) 岐阜経大 東北総体 県営 8/19

3 53m46 工藤 広夢 (4) 流通経大 流通経済大競技会 龍ケ崎市 4/29

4 51m95 ⻄村 慈⾬ (2) 流通経大 東北総体 県営 8/19

5 50m70 米森 心悟 (3) 流通経大 流通経済大競技会 龍ケ崎市 4/29

6 45m44 高橋 瞭太 (3) 横手清陵学院高 県選手権 県営 7/7

7 44m23 佐藤 正明 (3) 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 4/22

8 38m71 石綿 翼 (2) 横手清陵学院高 県選手権 県営 7/7

9 37m36 米倉 暢拓 (1) 秋田大 東日本医科学⽣総体 ⻑野県松本平 8/5

10 33m19 佐藤 ⻯太郎 (2) 能代工高 県選手権 県営 7/7
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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 65m84 加藤 拓也 Ｔｅａｍ Ａｓｔａｒ 県選手権 県営 7/9

2 63m45 佐藤 淳平 (2) 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 6/17

3 63m10 高橋 巧 (3) 岩手大 東北学⽣対校 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 5/14

4 61m93 佐藤 耀平 (3) ⾦⾜農高 県高校総体 県営 5/28

5 61m74 山崎 塁 (3) 大館国情学院高 東北高校総体 山形県総合 6/18

6 58m63 ⻲⾕ 啓⼈ (3) 横手清陵学院高 支部高校総体 十文字 5/13

7 57m93 下村 純也 (3) 大曲高 支部高校総体 十文字 5/13

8 57m73 後川 大和 秋田市陸協 県選手権 県営 7/9

9 57m12 小林 匡 (1) 仙台大 東北地区大学総体 県営 10/22

10 56m86 浅田 高隆 (3) ⻄目高 東北高校総体 山形県総合 6/18

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 5939点 山本 祐麻 (1) 筑波大 筑波大競技会 筑波大 10/1

11.59(-0.6) 6m84(-0.5) 9m65 1m89 52.72 16.16(-0.3) 24m52 3m20 38m31 4.42.03
※日付は2日目を記載
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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 12.30 +1.0 佐貫 有彩 (2) 東北大 全国七大学対校 瑞穂 7/30

2 12.31 +1.9 平 結奈 (3) 秋田商高 東北高校 天童 6/17

3 12.32 0.0 成田 千栞 (2) 北陽中 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜 10/28

4 12.38 +1.5 柴田 あいり (3) 横手高 支部高校総体 十文字 5/12

5 12.40 -0.2 工藤 美幸 (3) 秋田北鷹高 東北総体 県営 8/19

6 12.41 +1.0 大島 和佳奈 (1) 秋田高 県選手権 県営 7/7

7 12.42 +0.6 八柳 唯 (2) 東⼥体大 東⼥体大競技会 東京⼥子体育大 5/6

7 12.42 +1.3 児⽟ 楓夏 (2) 秋田和洋⼥高 県選手権 県営 7/8

9 12.48 0.0 高橋 鈴⾹ (4) 岩手大 国体 愛媛 10/7

10 12.51 +1.9 岩⼾ 紗英 (3) 秋田北高 東北高校 天童 6/17

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 25.40 +0.7 佐貫 有彩 (2) 東北大 県選手権 県営 7/9

1 25.40 +0.7 児⽟ 楓夏 (2) 秋田和洋⼥高 県選手権 県営 7/9

3 25.62 +1.7 関本 萌⾹ (3) 大館鳳鳴高 県北記録会Ⅰ 鷹巣 6/3

4 25.63 +0.3 柴田 あいり (3) 横手高 県選手権 県営 7/9

5 25.71 +0.3 大島 和佳奈 (1) 秋田高 県選手権 県営 7/9

6 25.76 +1.2 成田 千栞 (2) 北陽中 県北記録会Ⅱ ⻑根山 9/24

7 25.79 +0.7 芳賀 珠純 (3) 東⼥体大 県選手権 県営 7/9

8 25.93 +0.7 加賀⾕佳南 (2) 秋田高 県選手権 県営 7/9

9 26.05 +1.6 高橋 遥⾹ (3) 秋田御野場中 東北中学 ⻘森 8/9

10 26.08 +1.2 八柳 唯 (2) 東⼥体大 日体大競技会 日体大 5/7

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 56.99 棚⾕ 小梅 (3) 大館国情学院高 全国高校総体 天童 7/29

2 57.08 佐貫 有彩 (2) 東北大 全国七大学対校 瑞穂 7/30

3 57.66 大平 風花 (2) 秋田高 東北高校 天童 6/16

4 57.73 小原 れん (3) 国士大 県選手権 県営 7/7

5 57.98 関本 萌⾹ (3) 大館鳳鳴高 支部高校総体 鷹巣 5/11

6 58.39 広田 有紀 (4) 秋田大 北日医科学⽣競技会 北上 6/11

7 58.73 山本 ⾹恋 (2) 秋田商高 県高校総体 県営 5/26

8 58.81 佐々木 玲美 (3) 仁賀保高 県高校総体 県営 5/26

9 59.51 高坂明日加 (2) 大館国情学院高 県高校総体 県営 5/26

10 59.52 菊地 菜美 (3) 大館鳳鳴高 県高校総体 県営 5/26

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 2.10.00 棚⾕ 小梅 (3) 大館国情学院高 国体 愛媛 10/6

2 2.17.22 本間 愛梨 (3) 大曲高 東北高校 天童 6/18

3 2.17.37 最上 実歩 (2) 秋田中央高 東北高校新⼈ 北上 10/1

4 2.18.00 九島 亜美 (1) 秋田北鷹高 県高校総体 県営 5/29

5 2.19.42 吉原 莉胡 (1) 大館東中 県中学総体 県営 7/17

6 2.21.48 佐貫 有彩 (2) 東北大 第46回東北学⽣選手権 仙台 9/24

7 2.21.88 田中 優麻 (2) 大館鳳鳴高 東北高校新⼈ 北上 10/1

8 2.22.96 佐藤 未羽 (1) 秋田中央高 県選手権 県営 7/9
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9 2.23.03 大村 優奈 (3) 八⻯中 県中学総体 県営 7/17

10 2.23.53 豊口 夏⽣ (3) ⿅角十和田中 県中学総体 県営 7/17

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 4.32.55 鈴木 優花 (3) 大曲高 県高校総体 県営 5/27

2 4.35.90 阿部 円海 (2) 湯沢北中 全日本中学 熊本 8/21

3 4.36.89 沢田 茉奈 (2) 秋田中央高 東北高校新⼈ 北上 9/29

4 4.38.39 大森 優依 (2) 花輪高 県高校総体 県営 5/27

5 4.39.30 南条 佑佳 (3) 秋田南高 県高校総体 県営 5/27

6 4.42.93 本間 愛梨 (3) 大曲高 東北高校 天童 6/16

7 4.43.00 高橋 佳歩 (3) 大曲高 県高校総体 県営 5/27

8 4.44.60 萩野 真理 (3) 秋田北鷹高 県高校総体 県営 5/27

9 4.45.44 米沢 瑠奈 (3) 横手北中 県中学総体 県営 7/18

10 4.46.10 最上 実歩 (2) 秋田中央高 県高校総体 県営 5/27

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 9.24.85 鈴木 優花 (3) 大曲高 県高校総体 県営 5/29

2 9.46.42 ⿊沢 実紀 (1) 白鴎大 ﾁｬﾚﾝｼﾞ・ﾐｰﾄｩ 熊⾕ 4/30

3 9.49.91 大森 優依 (2) 花輪高 日体大競技会 日体大 9/23

4 9.53.28 萩野 真理 (3) 秋田北鷹高 県高校総体 県営 5/29

5 9.53.57 南条 佑佳 (3) 秋田南高 県高校総体 県営 5/29

6 1.00.82 萩野 真紀 (2) 秋田北鷹高 日体大競技会 日体大 12/2

7 1.00.91 藤田 正由加 (3) 秋田北鷹高 日体大競技会 日体大 12/2

8 1.00.24 中嶋 夏奈 (2) 秋田北鷹高 東北高校新⼈ 北上 9/30

9 1.00.71 高橋 佳歩 (3) 大曲高 県高校総体 県営 5/29

10 1.01.44 工藤 未来 (3) 花輪高 日体大競技会 日体大 9/23

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 16.04.43 ⿊沢 実紀 (1) 白鴎大 日体大競技会 日体大 12/2

2 17.42.13 鎌田 有希子 (3) 新潟大 日体大競技会 日体大 12/2

3 18.41.60 鈴木 絵⾥ 秋田ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権 十文字 6/25

4 18.47.12 工藤 るり子 (3) 仙台大 日体大競技会 日体大 12/2

5 19.17.72 桜庭 美紅 (2) 秋田大 北日本学⽣対校 福島県営あづま 7/2

6 20.44.98 鈴木 幸恵 秋田ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権 十文字 6/25

7 22.11.40 柴田 雪子 秋田ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権 十文字 6/25

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 36.49.39 鈴木 菜未 (2) 東北福祉大 北日本学⽣対校 福島県営あづま 7/1

2 37.49.94 大場 美加 ⿅角市陸協 県選手権 県営 7/7
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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 13.97 +1.2 関本 萌⾹ (3) 大館鳳鳴高 東北総体 県営 8/19

2 14.74 +1.9 八柳 唯 (2) 東⼥体大 桜記念東⻄対校 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 4/15

3 15.01 -0.7 工藤 菜々 (3) 秋田南高 県選手権 県営 7/7

4 15.04 +1.7 塚田 美羽 (3) 秋田高 県高校総体 県営 5/29

5 15.10 -0.7 佐々木和佳奈 (2) 秋田和洋⼥高 県選手権 県営 7/7

6 15.22 +1.4 大野 真実子 (2) 秋田和洋⼥高 中央支部新⼈ 県営 8/25

7 15.55 +1.4 和田 望幹 (2) 明桜高 中央支部新⼈ 県営 8/25

8 15.57 +1.5 小林 夏月 (1) 大館国情学院高 東北高校新⼈ 北上 10/1

9 15.70 +1.4 小松 寿瑞 (1) 秋田和洋⼥高 中央支部新⼈ 県営 8/25

10 16.04 +1.7 高橋 佳蓮 (3) 湯沢翔北高 県高校総体 県営 5/29

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 59.44 関本 萌⾹ (3) 大館鳳鳴高 国体 愛媛 10/7

2 59.83 小原 れん (3) 国士大 ﾄﾜｲﾗｲﾄ・ｹﾞｰﾑｽﾞ 代々木 7/23

3 1.04.04 佐貫 有彩 (2) 東北大 東北地区大学総体 県営 10/22

4 1.04.68 佐々木 玲美 (3) 仁賀保高 県高校総体 県営 5/28

5 1.05.02 小畑 亜沙美 (3) 仙台大 県選手権 県営 7/8

6 1.05.57 菊地 菜美 (3) 大館鳳鳴高 東北高校 天童 6/17

7 1.06.57 高坂明日加 (2) 大館国情学院高 県高校総体 県営 5/28

8 1.07.35 加藤 瑠亜 (2) 秋田商高 県高校新⼈ 県営 9/16

9 1.07.68 土田 絵⾥奈 (3) 本荘高 県高校総体 県営 5/28

10 1.08.21 佐藤 花音 (2) 本荘高 県高校新⼈ 県営 9/16

2000mSC 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 7.21.39 斎藤 菜摘 (2) 大曲高 東北高校 天童 6/18

2 7.28.89 佐藤 未羽 (1) 秋田中央高 東北高校新⼈ 北上 9/29

3 7.37.13 市川 さくら (2) 秋田高 東北高校新⼈ 北上 9/29

4 7.41.42 ⻄口 ほのか (1) 秋田中央高 県高校新⼈ 県営 9/16

5 7.46.80 菅原 由菜 (2) 大館国情学院高 県高校新⼈ 県営 9/16

6 7.51.58 藤原 舞 (1) 大曲高 県高校総体 県営 5/28

7 7.52.12 菊地 彩音 (2) 大館国情学院高 県高校新⼈ 県営 9/16

8 8.08.16 佐々木 聖那 (1) 横手清陵学院高 県高校新⼈ 県営 9/16

9 8.11.30 大日向麻依 (3) 湯沢翔北高 県高校総体 県営 5/28

10 8.16.42 大関 羅捺 (3) 秋田南高 県高校総体 県営 5/28

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 24.42.47 木村 和 (2) 横手高 支部高校総体 十文字 5/11

2 25.52.18 畠山 和奈 (2) 秋田北鷹高 東北高校新⼈ 北上 9/29

3 27.12.40 ⽵中 奈央 (1) 東洋大 県選手権 県営 7/8

4 27.28.41 池田明日⾹ (2) 秋田南高 東北高校新⼈ 北上 9/29

5 28.53.98 伊藤 咲良 (3) 能代高 東北高校 天童 6/16

6 29.07.77 柏⾕ 梨苑 (2) 大館桂桜高 東北高校新⼈ 北上 9/29
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7 30.44.78 畠山 梨那 (2) 大館桂桜高 支部高校新⼈ 鷹巣 8/25

8 31.33.81 水⼾屋明日⾹ (2) 秋田中央高 中央支部新⼈ 県営 8/25

9 31.46.11 古屋 明咲花 (2+) 角館高 森山ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｳｫｰｸ 森山 3/19+

10 32.03.43 畠山 桜 (3) 秋田北鷹高 支部高校総体 鷹巣 5/11

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 48.10 秋田高 加賀⾕  佳南(2)

早坂 葵(3)
石川 詩音(2)
大島 和佳奈(1)

県選手権 県営 7/8

2 48.33 秋田和洋⼥高 岩崎 夏帆(1)
児⽟ 楓夏(2)
佐々木和佳奈(2)
大野 真実子(2)

県選手権 県営 7/8

3 49.09 横手清陵学院高 佐々木 梨湖(1)
梶原 真夢(3)
佐藤 瑛菜(3)
関坂 星奈(3)

県選手権 県営 7/8

4 49.13 秋田北鷹高 成田 萌(2)
工藤 美幸(3)
石川 茉莉(3)
小坂 栞(3)

東北高校 天童 6/16

5 49.32 秋田北鷹高 成田 萌(2)
工藤 美幸(3)
加賀⾕ 涼未(2)
小坂 栞(3)

県高校総体 県営 5/26

6 49.38 秋田商高 石川 真衣(2)
平 結奈(3)
田中 美月(3)
山本 ⾹恋(2)

県高校総体 県営 5/26

7 49.41 横手清陵学院高 佐々木 梨湖(1)
佐々木 菜摘(3)
佐藤 瑛菜(3)
関坂 星奈(3)

東北高校 天童 6/16

8 49.64 秋田高 島崎かんな(2)
石川 詩音(2)
加賀⾕ 佳南(2)
大島 和佳奈(1)

県高校新⼈ 県営 9/14

9 49.64 秋田和洋⼥高 甲田 遥奈(1)
児⽟ 楓夏(2)
岩崎 夏帆(1)
大野 真実子(2)

秋田市⺠選手権 県営 10/15

10 49.82 秋田高 伊藤 紗英(1)
石川 詩音(2)
加賀⾕ 佳南(2)
大平 風花(2)

東北総体 県営 8/19
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混成 47.38 秋田県選抜 高橋 鈴⾹
工藤 美幸
大島 和佳奈
平 結奈

国体 愛媛 10/8

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 3.56.24 大館国情学院高 山下 莉加(3)

高坂明日加(2)
関 美南(2)
棚⾕ 小梅(3)

県高校総体 県営 5/29

2 3.57.83 大館鳳鳴高 斎藤 けい(3)
菊地 菜美(3)
浅井 咲来(1)
関本 萌⾹(3)

県高校総体 県営 5/29

3 3.58.12 秋田高 早坂 葵(3)
大平 風花(2)
石川 詩音(2)
加賀⾕佳南(2)

県高校総体 県営 5/29

4 3.59.60 秋田商高 山本 ⾹恋(2)
田中 美月(3)
田村 緋奈(2)
佐藤 愛梨(3)

県高校総体 県営 5/29

5 4.01.20 秋田高 早坂 葵(3)
石川 詩音(2)
加賀⾕佳南(2)
大島 和佳奈(1)

県選手権 県営 7/9

6 4.02.05 大館鳳鳴高 菊地 菜美(3)
関本 萌⾹(3)
田中 優麻(2)
浅井 咲来(1)

東北高校 天童 6/17

7 4.02.10 秋田高 石川 詩音(2)
大平 風花(2)
加賀⾕佳南(2)
大島 和佳奈(1)

県高校新⼈ 県営 9/17

8 4.02.63 花輪高 千葉 彩音(2)
勝田 彩佳(2)
木村 朱賀(2)
奈良 美彩(3)

県高校総体 県営 5/29

9 4.03.30 花輪高 千葉 彩音(2)
勝田 彩佳(2)
若松 茉奈(3)
木村 朱賀(2)

県選手権 県営 7/9

10 4.05.74 平成高 佐々木 未夢(3)
伊藤 梨花(2)
川崎 萌々(3)
⼾田 明穂(3)

県高校総体 県営 5/29
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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 17.28. 萩野 真理 3 秋田北鷹高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

2 18.00. 中嶋 夏奈 2 秋田北鷹高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

3 18.13. 三浦 佳乃 3 秋田中央高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

4 18.19. 沢田 茉奈 2 秋田中央高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

5 18.34. 下斗米 陽和 3 秋田中央高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 9/18

6 18.41. ⿊沢 瑚友⾥ 2 大館鳳鳴高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

7 18.50. 最上 実歩 2 秋田中央高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

8 18.54. 田畑 妃海 3 秋田北鷹高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

9 19.01. 市川 さくら 2 秋田高 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/24

10 19.06. 武内 わかな 2 横手清陵学院高 奥羽太田ﾛｰﾄﾞ 大仙市 4/29
+:2018年の記録   

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 36.05. 鈴木 絵⾥ 能代市 奥羽太田ﾛｰﾄﾞ 大仙市 10/7

2 37.55. 大場 美加 ⿅角市陸協 いわて北上ﾏﾗｿﾝ 北上市 10/8

3 39.21. 福田 葵 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

4 40.25. 伊藤 優美子 秋田市陸協 ｶｯﾊﾟﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 宮城 11/5

5 40.33. 佐藤 夏実 東京薬科大 神奈川ﾏﾗｿﾝ 神奈川 2/4

6 41.05. 鈴木 幸恵 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

7 42.51. 塚本 ⾹織 ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ花巻ﾊｰﾌ 花巻市 4/23

8 43.17. 漆原 和枝 秋田ＬＳＤ 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

9 43.59. 保坂 美穂 秋田ＬＳＤ 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29

10 44.14. 杉渕 澄子 体⼒増強計画 山田記念ﾛｰﾄﾞ 大館市 4/29
+:2018年の記録   

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 1.17.35. 大場 美加 ⿅角市陸協 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

2 1.18.49. 鈴木 絵⾥ 能代市山本郡陸協 おきなわﾏﾗｿﾝ 沖縄 2/18+

3 1.27.38. 鈴木 幸恵 秋田市陸協 別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 大分 2/4+

4 1.29.03. 漆原 和枝 秋田ＬＳＤ 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

5 1.31.23. 塚本 ⾹織 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

6 1.33.04. 保坂 美穂 秋田ＬＳＤクラブ 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台 5/14

7 1.34.44. 小笠原 信子 あ！シロート秋田 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台 5/14

8 1.36.04. 中田 結愛 国際教養大 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

9 1.37.00. 保地 佑⾹ 国際教養大 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

10 1.38.44. 深瀬 真理子 東京ﾄﾗｲｱﾙﾊｰﾌ 東京 10/28
+:2018年の記録   

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 1.17.46. 鈴木 絵⾥ 能代市山本郡陸協 東京・赤羽ﾊｰﾌ 東京 1/21+

2 1.24.40. 大場 美加 ⿅角市陸協 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台 5/14

3 1.25.21. 鈴木 幸恵 ｶｯﾊﾟﾊｰﾌ 宮城 11/5

4 1.25.44. 佐藤 夏実 東京薬科大 神奈川ﾏﾗｿﾝ 神奈川 2/4+

5 1.32.52. 加藤 珠恵 秋田大医学部 山田記念ﾛｰﾄﾞ 秋田 4/29

6 1.33.35. 漆原 和枝 秋田ＬＳＤ ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ花巻ﾊｰﾌ 花巻 4/23

7 1.35.23. 三浦 ゆう子 秋田市陸連 ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ花巻ﾊｰﾌ 花巻 4/23

8 1.37.44. 佐々木 千秋 秋田市陸協 ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ花巻ﾊｰﾌ 花巻 4/23
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9 1.38.00. 保坂 美穂 秋田ＬＳＤクラブ 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台 5/14

10 1.39.13. 塚本 ⾹織 仙台国際ﾊｰﾌ 仙台 5/14

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 2.46.47. 鈴木 絵⾥ 能代市山本郡陸協 ﾎﾉﾙﾙﾏﾗｿﾝ ﾎﾉﾙﾙ 12/10

2 2.58.18. 大場 美加 ⿅角市陸協 ⻑井ﾏﾗｿﾝ ⻑井 10/15

3 3.05.33. 鈴木 幸恵 秋田市陸協 別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 大分 2/4+

4 3.27.42. 佐々木 千秋 秋田市陸協 大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪 11/26

5 3.29.13. 伊藤 優美子 秋田市陸協 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

6 3.29.28. 三浦 ゆう子 秋田市陸協 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 2/25+

7 3.33.43. 菅原 美⾹子 秋田ＬＳＤ 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

8 3.36.02. 加藤 珠恵 秋田大医学部 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

9 3.39.17. 小笠原 信子 秋田市陸協 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋 3/11+

10 3.43.39. 鎌田 豊子 田沢湖ﾏﾗｿﾝ 仙北市 9/17

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 24.59. ⽵中 奈央 (1) 東洋大 全日本50km競歩高畠大会 高畠 10/22

2 25.16. 木村 和 (2) 横手高 全日本競歩輪島大会 輪島 4/16

3 25.59. 畠山 和奈 (2) 秋田北鷹高 全日本50km競歩高畠大会 高畠 10/22

4 28.26. 池田 明日⾹ (2) 秋田南高 元旦競歩 神宮外苑 1/1+
+:2018年の記録   

10kmW 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 51.16. ⽵中 奈央 (1) 東洋大 全日本50km競歩高畠大会 高畠 10/22

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 1m67 浜田 風⾹ 秋田大 県選手権 県営 7/8

2 1m65 飯塚 茜 秋田市陸協 東北総体 県営 8/20

3 1m60 安田 歩未 大館国情学院高 東北総体 県営 8/20

4 1m58 梶原 真夢 横手清陵学院高 支部高校総体 十文字 5/12

5 1m57 熊⾕ 亜未 秋田商高 支部高校総体 県営 5/12

6 1m55 富樫 奈々 秋田商高 中央支部新⼈ 県営 8/27

6 1m55 須藤 史帆 横手北中 横手市中学新⼈ 十文字 9/8

8 1m54 奈良 美彩 花輪高 支部高校総体 鷹巣 5/12

8 1m54 渋⾕ 泉水 花輪高 県高校総体 県営 5/27

8 1m54 沢木 愛菜 潟上天王南中 県中学総体 県営 7/17

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 3m30 愛知 薫子 筑波大 筑波大競技会 筑波大 5/6

2 3m30 畠山 樺純 新潟医福大 北信越学⽣対校 福井 5/14

3 3m20 久保田 ひなの 能代松陽高 県北記録会Ⅲ ⻑根山 10/16

4 2m90 伊藤 詩音 新潟医福大 新潟市選手権 新潟 4/23

5 2m70 保坂 南実 秋田⻄高 東北高校新⼈ 北上 9/30
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6 2m40 熊⾕ 奈都子 秋田大 県選手権 県営 7/7

7 2m20 小川 舞弥 能代松陽高 県高校新⼈ 県営 9/14

8 2m00 佐々木 綾乃 湯沢高 支部高校新⼈ 十文字 8/27

9 2m00 朝霧 彩夢 小坂高 県高校新⼈ 県営 9/14

10 1m80 土⾕ 莉穂 湯沢高 県高校新⼈ 県営 9/14

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 5m99 +1.8 高橋  英⾥ (4) 福島大 東北学⽣選手権 仙台 9/24

2 5m84 -0.9 高橋 桃華 (1) 福島大 東北学⽣選手権 仙台 9/24

3 5m69 -1.0 愛知 薫子 (4) 筑波大 筑波大競技会 筑波大 6/3

4 5m51 +1.3 小林 萌々⾹ (2) 秋田北高 県高校新⼈ 県営 9/15

5 5m45 +1.8 大平 風花 (2) 秋田高 東北高校 天童 6/17

6 5m42 +0.4 仲居 優 (3) 秋田大 県選手権 県営 7/7

7 5m30 +0.4 松田 優⾹ (3) 秋田⻄高 県高校総体 県営 5/27

8 5m28 +1.5 沓沢 紀歩 (2) 増田高 支部高校総体 十文字 5/12

9 5m25 +0.9 塚田 美羽 (3) 秋田高 東北高校 天童 6/17

10 5m15 0.0 羽澤 知歩 (2) 東⼥体大 県選手権 県営 7/7

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 12m38 +0.9 高橋  英⾥ (4) 福島大 北日本学⽣対校 福島県営あづま 7/3

2 11m91 -0.6 高橋 桃華 (1) 福島大 県選手権 県営 7/9

3 11m20 +0.8 仲居 優 (3) 秋田大 北日本学⽣対校 福島県営あづま 7/3

4 11m16 -0.5 塚田 美羽 (3) 秋田高 県選手権 県営 7/9

5 10m96 +0.9 木沢 理子 (3) 秋田高 県選手権 県営 7/9

6 10m87 +0.3 沓沢 紀歩 (2) 増田高 県選手権 県営 7/9

7 10m78 +0.2 沢瀬 芽⽣ (3) 秋田和洋⼥高 県選手権 県営 7/9

8 10m76 +0.9 島崎かんな (2) 秋田高 県選手権 県営 7/9

9 10m61 +0.2 小⽟ 沙紀 (2) 能代高 県高校新⼈ 県営 9/16

10 10m59 +1.6 佐々木 舞央 (2) 横手城南高 支部高校新⼈ 十文字 8/28
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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 11m40 三澤 彩乃 (2) 大館鳳鳴高 大館市⺠ ⻑根山 5/3

2 10m47 ⿊澤 夢翔 (3) 尾去沢中 県中学校記録会 ⿅角 9/2

3 10m26 斎藤 万祐 (2) 横手清陵学院高 県高校総体 県営 5/29

4 10m08 三澤 琴未 (3) 大館国情学院高 県高校総体 県営 5/29

5 9m93 斎藤 亜美 (3) 秋田和洋⼥高 県選手権 県営 7/9

6 9m87 小畑 杏睦 (3) 大館国情学院高 東北高校 天童 6/18

7 9m78 稲垣 愛結 (1) 花輪高 県高校新⼈ 県営 9/17

8 9m63 内藤 千怜 (2) 増田高 県高校総体 県営 5/29

9 9m54 斎藤 万 (2) 横手清陵学院高 支部高校総体 十文字 5/13

10 9m25 伊藤 天音 (1) 湯沢翔北高 県高校総体 県営 5/29

10 9m25 能登 美輝 (3) ⻄目高 県高校総体 県営 5/29

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 33m14 高杉 佑子 (3) 十和田高 県選手権 県営 7/8

2 31m85 本間 奈々子 (3) 本荘高 県選手権 県営 7/8

3 31m63 村田 初楠 (3) 横手高 県選手権 県営 7/8

4 30m10 畠山 華子 (2) 能代工高 支部高校新⼈ 鷹巣 8/26

5 29m87 加藤 綾乃 (3) 秋田商高 東北高校 天童 6/17

6 29m39 後藤 彩希 (2) 湯沢翔北高 東北高校 天童 6/17

7 28m70 伊藤 朱⾥ (2) 秋田商高 県選手権 県営 7/8

8 28m55 三澤 琴未 (3) 大館国情学院高 県高校総体 県営 5/26

9 27m62 武石 麗未 (h3) 大館桂桜高 大館北秋田春季 鷹巣 4/16

10 27m28 佐々木 愛菜 (3) 秋田南高 県高校総体 県営 5/26

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 57m12 小舘 充華 (1) 流通経大 日本学⽣対校 福井 9/10

2 55m05 高橋 沙湖 (2) 大体大 大阪体育大競技会 浪商学園 4/15

3 48m88 田原 智仁 明海大 日体大競技会 日体大 10/1

4 48m77 湯沢 栞⾥ (3) 花輪高 Ｕ20日本選手権 瑞穂 10/21

5 48m74 田原 智仁 (3) 明海大 日本学⽣対校 福井 9/10

6 42m69 田原 智美 明海大 東京選手権 日大 4/30

7 42m32 稲垣 愛結 (1) 花輪高 県北記録会Ⅱ ⻑根山 9/24

8 41m05 飯坂 唯那 (2) 能代松陽高 東北高校新⼈ 北上 10/1

9 40m44 工藤 愛 (2) 大館国情学院高 支部高校新⼈ 鷹巣 8/26

10 38m12 石嶋 ⺟心 (3) 能代工高 県高校総体 県営 5/28

やり投 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 46m28 高橋 沙湖 (2) 大体大 大阪体育大競技会 浪商学園 5/20

2 41m52 武石 麗未 (3) 大館桂桜高 東北高校 天童 6/16

3 40m77 三澤 彩乃 (2) 大館鳳鳴高 大館北秋田春季 鷹巣 4/16

4 38m76 佐藤 ほのか (2) 秋田商高 県高校新⼈ 県営 9/15

5 37m13 能登 美輝 (3) ⻄目高 東北高校 天童 6/16

6 35m82 畠山 栞奈 (2) 大館国情学院高 支部高校新⼈ 鷹巣 8/25

7 35m61 相⾺ 和佳 (2) 横手高 県選手権 県営 7/9
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8 35m15 三浦 萌 (3) 由利高 支部高校総体 県営 5/12

9 34m18 武田 紗英 (3) 大館国情学院高 県高校総体 県営 5/27

10 34m03 本間 奈々子 (3) 本荘高 支部高校総体 県営 5/12
※七種:混成競技における記録

七種競技 高校10傑－⼥子

ﾗﾝｸ 記録 氏名 学年 所属 競技会名 場所 月日

1 4047点 梶原 真夢 (3) 横手清陵学院 東北高校 天童 6/19

      

2 3899点 大野 真実子 (2) 秋田和洋⼥ 東北高校新⼈ 北上 10/1

      

3 3771点 熊⾕ 亜未 (3) 秋田商 東北高校 天童 6/19

      

4 3732点 田中 佑衣子 (2) 秋田商 東北高校新⼈ 北上 10/1

      

5 3534点 安田 歩未 (2) 大館国際情報 県高校総体 県営 5/26

      

6 3437点 和田 望幹 (2) 明桜 東北高校 天童 6/19

      

7 3226点 三ケ田 美楠子 (2) 秋田商 県高校新⼈ 県営 9/16

      

8 3074点 樋口 ⾹純 (3) 角館 県高校総体 県営 5/26

      

9 3051点 富樫 奈々 (1) 秋田商 県高校新⼈ 県営 9/16

      

10 2843点 宮城 佳奈 (2) 横手城南 支部高校総体 十文字 5/14

      

※日付は2日目を記載
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