
令和2年度秋田県高等学校体育大会 陸上競技大会 県北支部大会
競技会ｺｰﾄﾞ ( 20052007 ) 主催 秋田陸上競技協会  県高等学校体育連盟 審判長 ﾄﾗｯｸ競技 小舘康浩

主管 秋田県高等学校体育連盟陸上競技専門部 跳躍競技 小笠原幸喜

期日 令和2年7月17日(金)    ～    令和2年7月19日(日) 投擲競技 三森達博

会場 大館市　長根山陸上競技場

競技場ｺｰﾄﾞ ( 52020 )

日付 種目
参加
人数

風力 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7/18 100m 26 +2.5m 佐々木友也(3) 10.66 浪岡    稜(3) 10.91 佐藤  朋也(3) 11.01 黒澤  大希(3) 11.06 廣嶋    真(2) 11.12 木藤  皓琉(2) 11.14 武田  宗也(3) 11.16 山本    航(2) 11.25

秋田北鷹 大館国際情報 秋田北鷹 大館国際情報 花輪 能代松陽 能代松陽 大館鳳鳴

7/19 200m 21 -0.2m 佐々木友也(3) 22.28 浪岡    稜(3) 22.59 佐藤  朋也(3) 22.8 沢田  海斗(1) 23.08 武田  宗也(3) 23.35 栗山  健汰(2) 23.43 小松  五葵(2) 23.89 () 0

秋田北鷹 大館国際情報 秋田北鷹 花輪 能代松陽 花輪 大館鳳鳴 0

7/17 400m 19 三沢  翔大(3) 50.44 櫻庭  佑真(3) 50.85 越後  瀬那(3) 51.74 黒澤  生耀(3) 52.37 布谷  陵真(2) 52.67 日景  裕由(2) 52.71 山内  創太(3) 53.10 山本    航(2) 56.53

大館桂桜 大館国際情報 能代松陽 花輪 大館桂桜 大館鳳鳴 大館国際情報 大館鳳鳴

7/19 800m 15 三沢  翔大(3) 1.56.86 黒澤  生耀(3) 1.57.16 山内  創太(3) 2.00.58 日景  裕由(2) 2.01.56 齊藤  麗慈(2) 2.02.69 浅水  開人(3) 2.03.31 渡部  多聞(2) 2.04.24 佐藤颯汰郎(1) 2.05.07

大館桂桜 花輪 大館国際情報 大館鳳鳴 能代工 花輪 能代 秋田北鷹

7/17 1500m 19 髙田  尚暉(3) 3.54.93 山口  真玄(2) 4.08.77 武田晋太朗(1) 4.15.58 武田  翔唯(2) 4.16.15 大信田  翼(2) 4.17.64 伊藤  卓真(2) 4.20.00 田村  和杜(1) 4.20.64 仲居    健(2) 4.21.87

花輪 花輪 大館鳳鳴 大館鳳鳴 大館鳳鳴 秋田北鷹 花輪 秋田北鷹

7/18 5000m 12 髙田  尚暉(3) 14.48.75 芳賀  利紀(3) 15.10.71 山口  真玄(2) 15.39.83 鈴木    翼(3) 15.41.89 畠山  聡太(3) 16.23.18 大信田  翼(2) 16.31.31 奈良  海来(3) 16.33.88 武田晋太朗(1) 16.38.25

花輪 秋田北鷹 花輪 秋田北鷹 秋田北鷹 大館鳳鳴 花輪 大館鳳鳴

7/19 110mH 9 -0.2m 佐藤  冬馬(3) 15.73 廣嶋    真(2) 15.87 田中    遼(3) 16.05 明石  龍樹(1) 18.38 虻川  涼紀(1) 20.00 安保    匠(1) 20.84 () 0 () 0
1.067m/9.14m 大館国際情報 花輪 大館国際情報 大館鳳鳴 大館桂桜 花輪 0 0

7/18 400mH 12 栗山  和人(3) 56.96 照内  陽向(2) 1.00.30 小松  友介(2) 1.01.65 布谷  陵真(2) 1.02.05 工藤    凱(2) 1.03.59 山畠  有人(3) 1.03.66 明石  龍樹(1) 1.04.53 田村明日太(1) 1.04.57

0.914m 花輪 秋田北鷹 大館国際情報 大館桂桜 大館鳳鳴 大館国際情報 大館鳳鳴 大館桂桜

7/19 3000mSC 5 武田  翔唯(2) 10.37.16 小笠原快斗(3) 11.03.61 大川    翔(3) 11.12.18 笹川  大斗(1) 11.31.85 鈴木    翔(2) 12.45.54 () 0 () 0 () 0

0.914m 大館鳳鳴 秋田北鷹 大館桂桜 大館桂桜 能代 0 0 0

7/17 5000mW 2 大川    翔(3) 23.45.14 笹川  大斗(1) 32.08.60 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0

大館桂桜 大館桂桜 0 0 0 0 0 0

7/18 4×100mR 8 大館国際情報 42.31 秋田北鷹 42.45 能代松陽 43.36 大館鳳鳴 44.75 大館桂桜 44.75 十和田 44.94 小坂 46.05 花輪 1.00.25

畠山    匠(3) 田中  天虎(1) 木藤  皓琉(2) 工藤    凱(2) 畠山  洸明(2) 松本    羚(1) 田口  聖人(2) 廣嶋    真(2)

浪岡    稜(3) 佐々木友也(3) 武田  宗也(3) 山本    航(2) 小畑  海翔(2) 田畑  諒哉(2) 玉内    倭(2) 米田  圭亜(3)

松橋  一星(2) 佐藤  朋也(3) 越後  瀬那(3) 小松  五葵(2) 新澤    悠(1) 小沼  陸斗(2) 屋比久  怜(3) 栗山  健汰(2)

黒澤  大希(3) 工藤  藍斗(1) 飯坂  彪人(2) 菅原  夢大(1) 布谷  陵真(2) 木村  優祈(2) 田中真之介(3) 沢田  海斗(1)

7/19 4×400mR 9 花輪 3.25.30 能代松陽 3.25.80 秋田北鷹 3.26.42 大館桂桜 3.26.51 大館国際情報 3.29.93 大館鳳鳴 3.35.28 小坂 3.44.33 能代工 3.56.02

黒澤  生耀(3) 越後  瀬那(3) 照内  陽向(2) 畠山  洸明(2) 櫻庭  佑真(3) 工藤    凱(2) 玉内    倭(2) 七尾  凜都(1)

米田  圭亜(3) 武田  宗也(3) 佐藤  太陽(2) 三沢  翔大(3) 浪岡    稜(3) 山本    航(2) 田中真之介(3) 齊藤  麗慈(2)

栗山  健汰(2) 飯坂  彪人(2) 佐藤  朋也(3) 新澤    悠(1) 山内  創太(3) 小松  五葵(2) 田口  聖人(2) 伊藤  洋斗(2)

栗山  和人(3) 木藤  皓琉(2) 佐々木友也(3) 布谷  陵真(2) 山畠  有人(3) 日景  裕由(2) 屋比久  怜(3) 米川  寛太(1)

7/18 走高跳 7 柴田    陸(2) 2m00 朝霧  煌雅(1) 1m81 菅原  夢大(1) 1m75 舘花  佳希(1) 1m70 平    誠也(1) 1m60 小畑  海翔(2) 1m45 櫻庭  愛琉(1) 1m45 () 0

能代西 大館桂桜 大館鳳鳴 花輪 花輪 大館桂桜 大館桂桜 0

7/17 棒高跳 6 佐藤  慶治(2) 3m70 今坂  喬悟(2) 3m70 成田    航(1) 3m30 屋比久  怜(3) 3m10 佐藤慎之佑(2) 2m90 木村    陸(1) 2m80

大館桂桜 花輪 花輪 小坂 大館鳳鳴 大館桂桜

7/17 走幅跳 19 松橋  一星(2) 6m61 菅原  夢大(1) 6m52 飯坂  彪人(2) 6m22 青山  里夢(2) 6m16 金子  鳳真(2) 6m08 柳舘  健吾(1) 5m96 米村  蒼太(1) 5m89 畠山  洸明(2) 5m88

大館国際情報 +2.7m 大館鳳鳴 +2.6m 能代松陽 +2.0m 十和田 +0.9m 能代工 +0.6m 花輪 +2.0m 大館国際情報 +0.2m 大館桂桜 +2.0m

7/19 三段跳 8 田口  聖人(2) 12m15 朝霧  煌雅(1) 11m58 藤原  零允(2) 11m50 佐藤  慶治(2) 11m11 () 0 () 0 () 0 () 0

小坂 -0.9m 大館桂桜 -0.6m 大館桂桜 -0.7m 大館桂桜 -1.8m 0 0 0 0 0 0 0 0

7/17 砲丸投 9 三浦  雄人(1) 10m20 佐藤    塁(2) 9m84 三澤  輝良(1) 9m17 小杉山琉空(2) 9m00 遠藤  佑斗(1) 8m95 川崎  利九(3) 8m51 兎澤  大河(2) 8m23 櫻庭  雷太(1) 7m92
6.000kg 二ツ井 秋田北鷹 大館桂桜 能代工 能代工 能代工 大館桂桜 小坂

7/19 円盤投 14 嶋田  偉月(3) 40m34 堀内    駿(3) 35m71 髙堂  睦生(2) 34m67 相馬  光将(2) 32m98 三浦  雄人(1) 27m28 佐藤    塁(2) 24m43 大倉    周(1) 22m95 兎澤  大河(2) 22m54
1.750kg 能代工 能代松陽 能代工 花輪 二ツ井 秋田北鷹 能代工 大館桂桜

7/17 ﾊﾝﾏｰ投 11 堀内    駿(3) 46m18 川崎  利九(3) 42m18 相馬  光将(2) 36m96 嶋田  偉月(3) 36m83 成田  光希(2) 29m46 酒本龍之介(3) 28m75 小杉山琉空(2) 27m40 児玉  尚己(1) 26m46
6.000kg 能代松陽 能代工 花輪 能代工 能代松陽 大館桂桜 能代工 花輪

7/18 やり投 13 近藤勇太郎(3) 49m78 酒本龍之介(3) 49m62 佐藤  叶琉(3) 47m93 高杉  俊介(3) 43m44 髙堂  睦生(2) 43m15 遠藤  佑斗(1) 40m36 伊勢  昌真(1) 35m40 酒本慎之介(1) 34m35
800g 二ツ井 大館桂桜 大館国際情報 十和田 能代工 能代工 大館桂桜 大館桂桜

7/19 八種競技 6 田中    遼(3) 4540点 羽沢  建太(2) 3571点 畠山  勝太(2) 3502点 髙橋  聖良(2) 3398点 袴田    快(2) 2932点 () 0 () 0 () 0

大館国際情報 大館桂桜 大館桂桜 大館国際情報 能代松陽 0 0 0

学校対抗成績 1位 2位 3位 4位 5位 6位 ※混成競技の日付は2日目のものを記載

男子総合 大館桂桜 86.0 花輪 76.0 大館国際情報 64.0 秋田北鷹 56.0 大館鳳鳴 40.0 能代松陽 35.0 ※ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝについては別紙

男子ﾄﾗｯｸ総合 花輪 54.0 秋田北鷹 50.0 大館国際情報 45.0 大館桂桜 42.0 大館鳳鳴 29.0 能代松陽 16.0

男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合 大館桂桜 35.0 能代工 29.0 花輪 22.0 能代松陽 17.0 二ツ井 14.0 大館鳳鳴 11.0 競技会総務 三森達博

男子混成総合 大館国際情報 9.0 大館桂桜 9.0 能代松陽 2.0 秋田 0.0 秋田北 0.0 秋田南 0.0 記録情報処理 日景輝雄


