
審 判 長

< トラック > 伊  藤　雅  博 < スタート > 

場所： 秋田県立中央公園総合運動場 県営陸上競技場  【競技場コード：051020】 < 跳    躍 > 菊  地　亜  紀 < 投 て き > 今  野　　  昭

【競技会コード：20052008】 < 混    成 > 村  上  美由紀 < 招 集 所 > 長　沼　久　雄

<ビデオ観察> 

主管： 秋田県高等学校体育連盟陸上競技部会    秋田市陸上競技協会 総    務 伊　藤　健　一 記録主任 松  井　智  彦

日付 種目

大友 樹(1) 11.24 杉本 賢真(2) 11.53 坂本 凌太朗(2) 11.53 大類 恒太(3) 11.55 塩崎 拓人(2) 11.61 筒井 山斗(2) 11.63 笠谷 航生(1) 11.66 谷川 柊(3) 11.68

秋田令和 秋田 本荘 秋田商 秋田南 秋田西 秋田令和 秋田商

大類 恒太(3) 22.73 坂本 凌太朗(2) 22.85 打矢 祐樹(3) 23.25 谷川 柊(3) 23.31 板垣 百星(2) 23.70 斉藤 蓮(2) 23.73 小林 瑞規(3) 23.90 中塩 和幸(1) 24.42

秋田商 本荘 秋田南 秋田商 秋田 秋田 秋田西 秋田令和

堀内 塁(3) 49.76 打矢 祐樹(3) 51.32 金 亮汰(1) 51.67 板垣 百星(2) 51.93 白崎 海星(2) 52.13 畠山 晃靖(1) 52.77 佐藤 弘大(3) 53.55 三浦 葵(1) 54.17

秋田中央 秋田南 秋田令和 秋田 秋田西 秋田 秋田商 秋田商

堀内 塁(3) 1:54.05 大野 聖登(1) 1:58.33 畠山 大輝(3) 1:59.47 斉藤 ヒロム(2) 1:59.87 本木 志龍(3) 2:00.21 渡部 浩弥(3) 2:00.25 杉本 真弥(2) 2:01.21 安倍 吏紀(2) 2:03.32

秋田中央 秋田工 秋田商 秋田中央 秋田西 由利 秋田工 金足農

小松 聖(1) 4:03.86 藤本 駿世(1) 4:04.19 錦織 望(2) 4:08.01 畠山 大輝(3) 4:08.15 佐藤 祥樹(2) 4:09.13 渡部 浩弥(3) 4:09.70 安倍 吏紀(2) 4:13.12 齊藤 颯真(2) 4:14.33

秋田工 秋田工 秋田中央 秋田商 秋田工 由利 金足農 秋田中央

藤本 駿世(1) 15:19.56 佐藤 宏亮(2) 15:34.20 加賀屋 耀(3) 15:39.87 馬場 浩太郎(1) 16:19.48 髙・ 侑冴(3) 16:24.44 杉山 侑弥(2) 16:24.79 加藤 海斗(2) 16:28.94 髙橋 秀弥(2) 16:43.68

秋田工 秋田工 秋田工 秋田南 金足農 秋田中央 金足農 本荘

髙橋 皇芽(3) 15.49 須田 健斗(2) 16.50 石井 拓望(2) 16.62 村上 慧季(3) 16.66 柴田 朗大(1) 17.15 坂本 尚季(2) 17.57 夏井 蒼太(1) 19.31 安田 翔馬(1) 21.33

秋田商 秋田商 秋田中央 仁賀保 秋田南 秋田商 秋田南 新屋

髙橋 皇芽(3) 57.26 佐藤 弘大(3) 59.23 髙橋 敦洋(3) 1:00.08 石井 拓望(2) 1:00.54 伊藤 優(2) 1:01.54 柴田 朗大(1) 1:06.09 小沼 魁斗(2) 1:07.16 夏井 蒼太(1) 1:08.00

秋田商 秋田商 秋田商 秋田中央 秋田西 秋田南 西目 秋田南

菅原 叶夢(3) 10:08.59 武藤 颯(2) 10:26.24 萬 隆太(3) 10:26.44 杉山 侑弥(2) 10:26.71 板垣 大翔(2) 10:39.50 須藤 勇輝(2) 11:13.74 簾内 圭吾(1) 11:25.17 須田 崚介(2) 11:26.95

秋田工 秋田工 金足農 秋田中央 由利工 由利 秋田令和 秋田中央

加藤 竜聖(1) 28:10.41 長谷山 優斗(2) 31:49.67

秋田工 明桜

秋田令和 43.38 秋田 43.43 秋田南 44.22 本荘 45.02 御所野学院 45.78 秋田中央 45.87 西目 46.82

中塩 和幸(1) 斉藤 蓮(2) 塩崎 拓人(2) 岩村 隆誠(1) 佐藤 真翔(1) 石井 拓望(2) 東海林 雅樹(3)
笠谷 航生(1) 佐藤 魁(2) 鎌田 藍璃(1) 坂本 凌太朗(2) 設永 伽照(2) 工藤 海容(1) 高橋 瞬太(1)
大友 樹(1) 板垣 百星(2) 太田 凌(1) 加藤 僚祐(2) 足利 涼(2) 高橋 風雅(1) 村橋 太陽(2)
金 亮汰(1) 杉本 賢真(2) 打矢 祐樹(3) 岩井 柊太朗(2) 備後 綾翔(2) 米澤 康太郎(2) 小沼 魁斗(2)

秋田南 3:28.16 秋田 3:28.20 秋田中央 3:29.33 秋田西 3:30.49 本荘 3:35.79 秋田工 3:43.36 金足農 3:47.15

髙野 竜乃介(1) 杉本 賢真(2) 高橋 風雅(1) 永井 隆斗(2) 坂本 凌太朗(2) 大野 聖登(1) 関 蒼明(2)
塩崎 拓人(2) 斉藤 蓮(2) 堀内 塁(3) 武井 誠弥(2) 髙橋 秀弥(2) 金澤 悠陽(1) 田中 裕大(1)
鈴木 遼叶(2) 畠山 晃靖(1) 石井 拓望(2) 伊藤 優(2) 岩井 柊太朗(2) 杉本 真弥(2) 安田 彬人(2)
打矢 祐樹(3) 板垣 百星(2) 斉藤 ヒロム(2) 白崎 海星(2) 岩村 隆誠(1) 池田 優也(1) 相原 颯良(1)

永井 隆斗(2) 1m96 佐藤 匠(2) 1m78 佐藤 爽人(1) 1m75 三浦 倖陽(1) 1m70 安田 彬人(2) 1m65 工藤 隆之介(1) 1m50

秋田西 由利工 秋田商 秋田商 金足農 本荘

藤田 大星(2) 4m00 伊藤 聡(3) 4m00 工藤 海容(1) 3m30 髙橋 慶(1) 2m80 佐々木 崇裕(2) 2m50

秋田西 秋田北 秋田中央 秋田南 秋田中央

杉本 賢真(2) 7m21(+0.9) 加藤 想大(1) 7m06(+2.7) 相原 冴亮(3) 6m38(+1.8) 菅原 実希也(2) 6m35(+1.2) 相原 拳(2) 6m29(+0.9) 米澤 康太郎(2) 6m14(+2.0) 鎌田 藍璃(1) 6m08(+2.0) 薄田 和馬(1) 5m93(+2.4)

秋田 秋田 公認6m83(+1.9) 秋田商 秋田商 秋田商 秋田中央 秋田南 秋田西 公認5m88(+1.5)

相原 冴亮(3) 13m30(+0.8) 石川 歩夢(2) 12m08(-0.8) 三浦 優肇(3) 11m31(-0.9) 渡部 瑛太(1) 11m15(-0.2) 佐藤 丈(3) 11m05(+0.1) 加藤 雄剛(2) 10m86(-0.9)

秋田商 秋田商 由利工 秋田令和 由利工 秋田商

山内 竣亮(3) 12m24 田中 克樹(1) 11m13 嵯峨 隼介(3) 10m96 佐藤 大河(1) 10m33 金岡 有途(2) 10m25 田口 琢人(3) 10m18 村田 空翔(1) 9m78 高橋 尚希(2) 9m39

秋田商 男鹿海洋 由利工 秋田中央 秋田 由利工 由利工 国学館

佐々木 航汰(3) 37m73 山内 竣亮(3) 32m87 嵯峨 隼介(3) 27m57 進藤 聡太(2) 25m86 小笠原 涼(2) 25m49 武藤 晴輝(2) 25m11 佐藤 由羽(2) 24m08 村橋 太陽(2) 23m11

由利工 秋田商 由利工 金足農 由利工 新屋 男鹿工 西目

進藤 聡太(2) 39m32 工藤 雄斗(2) 36m65

金足農 五城目

岩井 柊太朗(2) 47m37 鈴木 錬(2) 44m75 田口 琢人(3) 43m90 佐々木 健成(1) 39m88 坂本 好聖(1) 39m86 佐藤 優晴(3) 38m08 村橋 太陽(2) 35m66 工藤 周佑(1) 29m65

本荘 秋田南 由利工 由利工 秋田商 由利工 西目 秋田高専

金岡 有途(2) 4186点 稲葉 悠介(2) 4037点

秋田 秋田

凡例  GR:大会(新)記録

18.40(-0.1)-34m48-1m68-5:25.40

11.82(-1.8)-5m90(+3.0)-8m40-55.07

17.64(-0.1)-34m06-1m62-5:14.10

八種競技

8位4位1位 2位 3位

12.11(-1.8)-6m01(+1.8)-10m45-55.51

令和２年 ７月１７日（金） ～  １９日（日）

6位 7位5位

秋田県高等学校体育連盟    秋田県教育委員会    秋田陸上競技協会【05】

200m
風：-0.4

男    子

令和２年度

  秋田県高等学校体育大会陸上競技大会  中央支部

7月19日

7月17日 400m

7月18日 100m
風：-1.7

7月19日

3000mSC

4×100mR

7月17日

7月17日

7月19日

7月19日

走高跳

7月18日

7月19日

5000m

800m

7月17日 1500m

やり投 (800g)7月17日

4×400mR

7月17日

円盤投
(1.750kg)

備 考

7月18日
 ～19日

走幅跳

ハンマー投
(6.000kg)

7月17日

砲丸投
(6.000kg)

5000mW

棒高跳

三段跳

7月18日

期日：

主催：

110mH(1.067m)

風：+0.1

7月18日

7月19日

7月19日

7月18日 400mH(0.914m)

7月18日


