
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

混 成 審 判 長 山村　　拓

招 集 所 審 判 長 駒野　仁彦

男子 記 録 主 任 伊藤　賢悦

日付 種目
中村　莉久(3) 11.74 菅原　颯大(3) 11.99 高田　英弘(3) 12.34 三嶋　優斗(3) 12.39 福岡　蒼生(3) 12.51 高田　将弘(3) 12.53 熊谷　泰河(3) 12.55 加賀谷響己(3) 12.63
御所野学院 山王 山王 桜 南高中等部 山王 御所野学院 土崎
木村光一郎(3) 22.99 神谷　新太(3) 25.14 澤頭　空歩(3) 25.34 田仲　　涼(3) 26.32 渡邉　　翔(3) 26.50 春山　洸希(3) 26.87 矢嶋　秀平(3) 27.55 村上　裕一(3) 28.09
城南 外旭川 桜 秋田東 土崎 山王 将軍野 桜
宮原　静哉(3) 55.72 杉本　想太(3) 56.15 佐藤　隼人(3) 56.23 小松　大也(3) 58.41 鎌田　誠也(3) 1:01.61 菅原　拓真(3) 1:01.84 進藤　瑛斗(3) 1:01.86 嶋津　唯斗(3) 1:02.08
外旭川 泉 秋田北 秋田西 将軍野 御所野学院 秋田南 土崎
阿部　登生(3) 2:06.79 江畑　佑星(3) 2:08.02 加藤　陽色(3) 2:08.90 舘岡　孟志(3) 2:16.90 小原　大輝(3) 2:19.34 佐藤　汰一(3) 2:19.81 佐藤　桔平(3) 2:23.81
南高中等部 山王 秋田北 飯島 秋大附属 秋田西 城南
田村　延匡(3) 4:45.03 高橋　一稀(3) 4:49.46 川野邉　漣(3) 4:50.70 羽良　忠恕(3) 4:51.90 武田　潤生(3) 4:59.23 保坂　元輝(3) 5:01.41 佐々木亮太(3) 5:01.94 山﨑　響聖(3) 5:05.45
秋田南 土崎 秋大附属 城南 秋大附属 飯島 秋田東 秋田西
荒木　樂宇(3) 9:59.09 熊谷　拓未(3) 10:14.28 渡部　　快(3) 10:41.79 平泉　知輝(3) 11:02.11 坂井　陽紀(3) 11:20.54 進藤　　光(3) 12:08.31
秋大附属 城南 城東 秋大附属 秋田北 秋田南
木戸　洵成(3) 16.01 石川　惣光(3) 16.27 小野　晃路(3) 16.98 小野　聡夫(3) 18.42 朝倉　受那(3) 18.72 髙橋　優太(3) 18.88 伊藤　弐羚(3) 19.22 山田　雅大(3) 19.44
山王 泉 城東 秋田東 秋田南 南高中等部 泉 桜
秋　田・山王 45.83 秋　田・外旭川 46.63 秋　田・土崎 47.40 秋　田・泉 47.66 秋　田・城南 47.93 秋　田・桜 48.09 秋　田・秋田東 48.57 秋　田・御野場 48.67
高田　英弘(3) 神谷　新太(3) 佐藤　大馳(3) 伊藤　弐羚(3) 向井　陽輝(3) 澤頭　空歩(3) 田仲　　涼(3) 河合　勇実(3)
木戸　洵成(3) 永井　天麻(3) 加賀谷響己(3) 太田　芽杜(3) 木村光一郎(3) 三嶋　優斗(3) 山代麟太郎(3) 深谷　透真(2)
高田　将弘(3) 宮原　静哉(3) 本間　寛大(3) 石川　惣光(3) 羽良　忠恕(3) 山口　祥平(3) 松浦　悠真(3) 小林　　快(2)
菅原　颯大(3) 平塚　智貴(3) 大髙　優羽(3) 杉本　想太(3) 佐藤　桔平(3) 山田　雅大(3) 蛭田　一紀(3) 鎌田　颯晟(2)
太田　芽杜(3) 1m55 佐藤　大和(3) 1m45
泉 山王
神田　俊宏(3) 3m30 前田　一弥(3) 3m30
土崎 秋田北
山代麟太郎(3) 6m29(+1.2) 大髙　優羽(3) 6m11(+1.8) 原田　　航(3) 6m11(+1.7) 向井　陽輝(3) 6m05(-0.1) 東海林紫聖(3) 5m63(+1.3) 足利　　航(3) 5m62(+3.4) 富樫　雄生(3) 5m45(+2.7) 栗岡　怜平(3) 5m34(+0.9)
秋田東 土崎 御所野学院 城南 秋田西 御所野学院 公認5m53(-0.1) 桜 公認5m01(-0.6) 山王
松浦　悠真(3) 10m42 山口　祥平(3) 8m92 斎藤　霧月(3) 8m08 鈴木　工稀(3) 7m36 猿田　竜児(3) 7m36
秋田東 桜 土崎 山王 土崎
池田　雄登(3) 1993点 伊藤　和輝(3) 1311点 佐藤　宗盛(3) 1087点
豊岩 山王 山王

女子
吉田小都子(3) 13.36 菅原　向葵(3) 13.42 三浦　乃愛(3) 13.78 村井　絢音(3) 13.92 小熊ユミナ(3) 14.01 相澤　優羽(3) 14.04 木村　悠里(3) 14.10 今野　夢愛(3) 14.20
南高中等部 城南 泉 秋大附属 山王 御所野学院 御所野学院 城東
三浦　夏恋(3) 26.04 渡邉　陽菜(3) 26.91 松田きらら(3) 27.91 谷藤　桜穂(3) 28.55 安田穂乃香(3) 28.58 金子  　栞(3) 28.86 佐藤向日葵(3) 30.01 多田　海了(3) 30.32
泉 城南 城東 城東 飯島 城東 南高中等部 将軍野
小林　望迪(3) 2:20.07 館岡　美結(3) 2:26.55 平塚　美空(3) 2:30.78 吹谷　梨桜(3) 2:32.31 佐藤　心寧(3) 2:33.21 荻原　心音(3) 2:38.24 櫻田　結衣(3) 2:41.45 渋谷　花恋(3) 2:50.37
桜 城東 土崎 秋田西 泉 将軍野 土崎 土崎
伊藤　愛夏(3) 4:57.76 幸坂　柚希(3) 5:07.34 熊谷　望来(3) 5:13.92 椎川　華帆(3) 5:18.21 嵯峨　愛菜(3) 5:21.38 安達　紗羅(3) 5:26.38 五十嵐ひなた(3) 5:30.36 近藤　璃旺(3) 5:37.02
秋田南 山王 秋大附属 飯島 土崎 桜 泉 泉
鈴木　結亜(3) 15.45 相場　　心(3) 16.02 後藤　鳳珈(3) 17.47 佐藤　円珈(3) 18.37 髙宮　琉夏(3) 18.91 石井　環妃(3) 19.28 佐々木ことみ(3) 19.84
泉 南高中等部 城南 秋大附属 秋田東 桜 土崎
秋　田・城南 52.46 秋　田・城東 53.68 秋　田・南高中等部 54.71 秋　田・御所野学院 55.31 秋　田・飯島 55.49 秋　田・秋大附属 55.88 秋　田・御野場 56.97
後藤　鳳珈(3) 松田きらら(3) 小笠原胡春(3) 加藤　寧々(3) 佐藤　莉瑚(3) 今野　小夏(3) 加藤　優奈(2)
渡邉　陽菜(3) 今野　夢愛(3) 佐藤向日葵(3) 木村　悠里(3) 佐々木美夢(3) 内山瑚々南(3) 湊谷　紗永(3)
菅原　向葵(3) 進藤さらら(3) 相場　　心(3) 伊藤　颯来(3) 佐々木那智(3) 佐藤　円珈(3) 下間　真城(2)
佐藤　瑠月(3) 谷藤　桜穂(3) 吉田小都子(3) 相澤　優羽(3) 安田穂乃香(3) 村井　絢音(3) 豊島　凪沙(2)
佐々木美音(3) 1m43 進藤　咲良(3) 1m25 鎌田　和未(3) 1m20
秋田西 秋大附属 外旭川

三浦　真子(3) 1m20
南高中等部

照井　芽依(3) 4m70(+2.0) 進藤さらら(3) 4m69(+1.0) 髙橋　和慧(3) 4m58(+1.8) 佐藤　瑠月(3) 4m55(+1.0) 二階堂陽依(3) 4m47(+1.5) 菅原　佳乃(3) 4m35(+2.8) 鈴木　きら(3) 4m33(0.0) 信田　紗雪(3) 4m07(+1.2)
土崎 城東 桜 城南 泉 桜 公認4m07(+0.6) 秋田西 秋田西
小野　美結(3) 10m57 関口　　葵(3) 10m30 高橋　果実(3) 10m30 櫻庭　朱里(3) 9m98 髙橋　咲穂(3) 9m03 吉川理々穂(3) 8m43 石郷岡　凛(3) 8m33 加藤　愛菜(3) 8m10
秋田北 将軍野 土崎 山王 秋田西 泉 土崎 秋田北
鎌田　菜瑚(3) 1750点 寺田　杏那(3) 1717点 八木　珂名(3) 1553点 佐々木美空(3) 1502点 加藤　　彩(3) 1400点 高橋　凛名(3) 1019点
桜 秋田西 秋田南 秋田北 土崎 城南

男子棒高跳で1位と２位は無効試技数の差による 凡例  NM:記録なし

男子走幅跳、男子砲丸投、女子砲丸投において、同記録で順位がついているものはセカンド記録による

4位 5位 6位 7位 8位

7月12日
男子100m 
風：-2.1

7月12日
男子200m 
風：-1.6

7月12日 男子400m

1位 2位 3位

7月12日 男子800m

7月12日 男子1500m

7月12日 男子3000m

7月12日
男子110mH 

風：-2.5

7月12日 男子4X100mR

7月11日 男子走高跳

20.02(-1.1)-6m06

1m35-59.57

7月11日 男子棒高跳

7月11日 男子走幅跳

7月12日 男子砲丸投

24.46(-1.1)-7m35

1m35-1:00.60

7月12日
女子100m 
風：-1.9

7月12日
女子200m 
風：-0.3

16.79(-1.1)-9m30

1m50-57.17

7月11日 
～12日 男子四種競技

7月12日 女子4X100mR

7月12日 女子走高跳

7月12日 女子800m

7月12日 女子1500m

7月12日
女子100mH 

風：-1.0

7m62-30.66(-1.4)

7月12日 女子走幅跳

7月11日 女子砲丸投

17.13(-2.4)-1m30

6m30-30.19(-1.4)

7月11日 
～12日 女子四種競技

20.32(-2.4)-1m30

7m37-31.93(-1.4)

20.25(-2.4)-NM

7m78-31.99(-1.4)

令和２年度 秋田市中学校３年生陸上競技交流大会 【20053710】 

秋田市・秋田県営陸上競技場 【51020】 
2020/07/11 ～ 2020/07/12

18.15(-2.4)-1m41

6m68-31.13(-1.4)

19.61(-2.4)-1m30

7m46-30.56(-1.4)

18.64(-2.4)-1m15


