
審 判 長

< トラック > 伊  藤　雅  博 < 跳    躍 > 菊  地　亜  紀

【競技会コード：20052004】 場所： 秋田県営陸上競技場 【51020】 < 投 て き > 今   野　 　昭 < 混    成 > 村  上  美由紀

主催： 秋田県高等学校体育連盟中央支部    秋田陸上競技協会【05】 < 招 集 所 > 長  沼　久  雄

主管： 秋田県高等学校体育連盟中央支部陸上競技部会    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

笠谷 航生(1) 11.53 塩崎 拓人(2) 11.54 菅原 実希也(2) 11.67 相馬 蔵人(2) 11.68 佐藤 魁(2) 11.69 坂本 凌太朗(2) 11.71 筒井 山斗(2) 11.73 貝沼 惣太(1) 11.74
秋田令和 秋田南 秋田商 五城目 秋田 本荘 秋田西 秋田令和
坂本 凌太朗(2) 22.83 笠谷 航生(1) 23.05 塩崎 拓人(2) 23.40 畠山 晃靖(1) 23.54 筒井 山斗(2) 23.75 相馬 蔵人(2) 23.77 貝沼 惣太(1) 23.92 佐々木 蓮(2) 23.99
本荘 秋田令和 秋田南 秋田 秋田西 五城目 秋田令和 秋田商
大野 聖登(1) 50.98 畠山 晃靖(1) 51.19 金 亮汰(1) 51.63 白崎 海星(2) 51.96 板垣 百星(2) 52.21 斉藤 蓮(2) 53.16 鈴木 錬(2) 53.83 三浦 葵(1) 54.87
秋田工 秋田 秋田令和 秋田西 秋田 秋田 秋田南 秋田商
大野 聖登(1) 1:55.93 斉藤 ヒロム(2) 2:01.09 齊藤 颯真(2) 2:01.71 杉本 真弥(2) 2:01.78 夏井 貴矢(2) 2:02.68 浪岡 隼大(2) 2:04.95 神部 亨(2) 2:05.26 伊藤 大輝(2) 2:05.76
秋田工 GR 秋田中央 秋田中央 秋田工 秋田 明桜 秋田 国学館
小原 拓夢(2) 4:03.01 錦織 望(2) 4:05.06 斉藤 ヒロム(2) 4:06.92 池田 優也(1) 4:06.99 佐藤 祥樹(2) 4:11.57 安倍 吏紀(2) 4:12.80 馬場 浩太郎(1) 4:12.85 夏井 貴矢(2) 4:15.65
秋田工 秋田中央 秋田中央 秋田工 秋田工 金足農 秋田南 秋田
小松 聖(1) 15:22.13 藤本 駿世(1) 15:22.13 佐藤 宏亮(2) 15:51.38 錦織 望(2) 16:23.88 馬場 浩太郎(1) 16:29.04 杉山 侑弥(2) 16:35.38 安倍 吏紀(2) 17:09.35 板垣 大翔(2) 17:13.81
秋田工 秋田工 秋田工 秋田中央 秋田南 秋田中央 金足農 由利工
柴田 朗大(1) 16.59 須田 健斗(2) 16.65 石井 拓望(2) 17.18 坂本 尚季(2) 17.40 夏井 蒼太(1) 18.57 安田 翔馬(1) 20.54
秋田南 秋田商 秋田中央 秋田商 秋田南 新屋
須田 健斗(2) 57.60 石井 拓望(2) 59.66 夏井 蒼太(1) 1:00.51 大野 弘太(1) 1:01.36 相原 亮(2) 1:02.38 柴田 朗大(1) 1:02.90 小沼 魁斗(2) 1:03.41 加藤 僚祐(2) 1:03.47
秋田商 秋田中央 秋田南 新屋 秋田商 秋田南 西目 本荘
杉山 侑弥(2) 10:08.63 三浦 優真(2) 10:11.97 金澤 悠陽(1) 10:12.14 須藤 勇輝(2) 10:17.74 加藤 竜聖(1) 10:27.63 板垣 大翔(2) 10:45.80 嵯峨 大晴(2) 11:12.18 岸 倫太郎(2) 11:14.86
秋田中央 秋田工 秋田工 由利 秋田工 由利工 秋田南 金足農
長谷山 優斗(2) 33:09.39
明桜
秋田 43.07 秋田令和 43.28 秋田商 43.82 秋田西 43.97 秋田南 44.20 本荘 45.04 御所野学院 45.41 秋田中央 45.96
斉藤 蓮(2) 貝沼 惣太(1) 菅原 実希也(2) 白崎 海星(2) 鈴木 錬(2) 岩村 隆誠(1) 佐藤 真翔(1) 石井 拓望(2)
佐藤 魁(2) 中塩 和幸(1) 須田 健斗(2) 永井 隆斗(2) 鎌田 藍璃(1) 坂本 凌太朗(2) 設永 伽照(2) 工藤 海容(1)
板垣 百星(2) 笠谷 航生(1) 相原 拳(2) 諫山 悠生(2) 太田 凌(1) 加藤 僚祐(2) 足利 涼(2) 高橋 風雅(1)
杉本 賢真(2) 金 亮汰(1) 島津 和輝(1) 筒井 山斗(2) 塩崎 拓人(2) 川越 史也(2) 備後 綾翔(2) 米澤 康太郎(2)
秋田 3:28.13 秋田令和 3:30.58 秋田商 3:30.67 秋田西 3:31.01 秋田南 3:33.23 本荘 3:33.92 秋田中央 3:34.49 秋田工 3:38.39
斉藤 蓮(2) 小笠原 柊(1) 三浦 葵(1) 永井 隆斗(2) 髙野 竜乃介(1) 坂本 凌太朗(2) 石井 拓望(2) 大野 聖登(1)
神部 亨(2) 金 亮汰(1) 菅原 実希也(2) 武井 誠弥(2) 塩崎 拓人(2) 岩村 隆誠(1) 高橋 風雅(1) 杉本 真弥(2)
稲葉 悠介(2) 貝沼 惣太(1) 佐々木 蓮(2) 筒井 山斗(2) 鈴木 錬(2) 加藤 僚祐(2) 斉藤 ヒロム(2) 池田 優也(1)
畠山 晃靖(1) 笠谷 航生(1) 須田 健斗(2) 白崎 海星(2) 鈴木 遼叶(2) 髙橋 秀弥(2) 佐藤 暖(1) 佐藤 祥樹(2)
永井 隆斗(2) 1m95 三浦 倖陽(1) 1m81 佐藤 匠(2) 1m75 加賀谷 爽(2) 1m65 佐藤 爽人(1) 1m65 工藤 隆之介(1) 1m60
秋田西 秋田商 由利工 秋田商 秋田商 本荘
藤田 大星(2) 3m80 工藤 海容(1) 3m60 髙橋 慶(1) 3m00 佐々木 崇裕(2) 2m40
秋田西 秋田中央 秋田南 秋田中央
杉本 賢真(2) 6m97(-1.0) 加藤 想大(1) 6m85(-0.2) 菅原 実希也(2) 6m45(+3.7) 米澤 康太郎(2) 6m34(-0.5) 石川 歩夢(2) 6m22(+1.3) 相原 拳(2) 6m01(+1.2) 薄田 和馬(1) 5m97(+2.1) 今 拓海(2) 5m87(+1.7)
秋田 秋田 秋田商 公認6m39(-0.3) 秋田中央 秋田商 秋田商 秋田西 公認5m72(+0.9) 秋田中央
杉本 賢真(2) 13m76(+1.0) 石川 歩夢(2) 12m73(+2.9) 加藤 想大(1) 12m69(+0.9) 鎌田 藍璃(1) 11m74(+3.5) 薄田 和馬(1) 11m53(+2.9) 武田 翔冴(1) 11m30(+1.5) 渡部 瑛太(1) 11m29(+4.2) 伊藤 啓人(1) 10m67(+2.0)
秋田 秋田商 公認12m48(+1.7) 秋田 秋田南 公認11m71(+1.6) 秋田西 公認11m35(+0.1) 秋田令和 秋田令和 公認記録なし 秋田西
佐藤 由羽(2) 11m26 佐藤 大河(1) 10m82 金岡 有途(2) 10m23 田中 克樹(1) 9m97 高橋 尚希(2) 9m59 村田 空翔(1) 9m46 畑澤 希空(2) 9m11 藤谷 俊介(1) 8m60
男鹿工 秋田中央 秋田 男鹿海洋 国学館 由利工 秋田商 秋田商
佐藤 由羽(2) 32m11 村橋 太陽(2) 28m99 村田 空翔(1) 26m51 進藤 聡太(2) 25m04 矢川 勝喜(1) 23m61 武藤 晴輝(2) 23m53 川邉 星哉(1) 21m09 阿部 楓河(1) 16m35
男鹿工 西目 由利工 金足農 秋田商 新屋 秋田商 西目
進藤 聡太(2) 40m00 工藤 雄斗(2) 36m41 佐藤　寛太(2) 15m88
金足農 GR 五城目 秋田商
阿部 楓河(1) 49m42 岩井 柊太朗(2) 45m59 鈴木 錬(2) 45m35 村橋 太陽(2) 45m19 佐々木 健成(1) 44m26 坂本 好聖(1) 38m47 齋藤 翔真(1) 36m93 佐藤 大河(1) 36m92
西目 本荘 秋田南 西目 由利工 秋田商 新屋 秋田中央
稲葉 悠介(2) 4122点 金岡 有途(2) 4101点 坂本 好聖(1) 3525点 佐々木 琉守(1) 3293点
秋田 秋田 秋田商 秋田商

総 合 秋田商 64点 秋田 63点 秋田中央 53点 秋田工 52点 秋田南 39点 秋田令和 26点 秋田西 25点 本荘 15点
ト ラ ッ ク 秋田工 52点 秋田中央 37点 秋田商 28点 秋田南 28点 秋田 27点 秋田令和 25点 秋田西 11点 本荘 9点

フ ィ ー ル ド 秋田商 29点 秋田 25点 秋田中央 16点 秋田西 14点 西目 14点 男鹿工 12点 秋田南 11点 由利工 11点
混 成 秋田 11点 秋田商 7点

凡例  GR:大会(新)記録  =GR:大会タイ記録

※男子走高跳4位、５位は試技数差による。
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風：-1.9
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円盤投

(1.750kg)

8月27日
ハンマー投
(6.000kg)

9月1日

9月1日

走高跳

8月27日

8月27日 やり投

8月31日 
～9月1

日
八種競技

8月27日 5000mW

8月31日 4×100mR

8月31日

砲丸投
(6.000kg)

三段跳

12.42(-3.7)-6m13(+1.7)-10m11-54.26
17.70(-1.9)-27m18-1m66-5:16.37

12.01(-3.7)-6m26(+1.0)-8m33-52.09
17.15(-1.9)-33m87-1m72-6:17.00

備 考

対抗得点

12.89(-3.7)-5m87(+3.9)-6m36-56.11
19.89(-1.9)-41m36-1m60-5:36.03

12.65(-3.7)-5m38(+3.0)-6m75-54.40
20.96(-1.9)-23m80-1m51-5:09.73

8月27日 棒高跳

走幅跳

令和２年 ８月２７日（木） 、８月３１日（月）、 ９月１日（火）
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期日：第６２回秋田県高等学校体育連盟中央支部新人陸上競技大会
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審 判 長

< トラック > 伊  藤　雅  博 < 跳    躍 > 菊  地　亜  紀

【競技会コード：20052004】 場所： 秋田県営陸上競技場 【51020】 < 投 て き > 今   野　 　昭 < 混    成 > 村  上  美由紀

主催： 秋田県高等学校体育連盟中央支部    秋田陸上競技協会【05】 < 招 集 所 > 長  沼　久  雄

主管： 秋田県高等学校体育連盟中央支部陸上競技部会    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

成田 千栞(2) 12.69 宮田 亜弥奈(1) 13.22 関東 明里(2) 13.40 三浦 京姫(1) 13.49 鎌田 珠幸(1) 13.84 佐藤 和ノ葉(1) 13.84 八木 來南(1) 14.14 五十嵐 真子(2) 14.22
秋田令和 秋田令和 秋田中央 秋田令和 秋田南 秋田 秋田北 秋田北
成田 千栞(2) 25.74 三浦 京姫(1) 27.04 関東 明里(2) 27.31 伊藤 優育(1) 27.68 石井 月乃(1) 27.84 佐藤 和ノ葉(1) 28.46 八木 來南(1) 28.59 鎌田 珠幸(1) 28.65
秋田令和 秋田令和 秋田中央 秋田令和 秋田南 秋田 秋田北 秋田南
石井 月乃(1) 1:01.96 熊倉 菜夏(2) 1:02.22 船木 咲来(2) 1:02.61 糸山 胡桃(1) 1:02.79 佐々木 日茉理(1) 1:04.31 越中 心華(1) 1:06.36 宮原 友里(2) 1:06.71
秋田南 秋田商 秋田商 秋田令和 秋田西 秋田令和 秋田令和
泉谷 朱那(1) 2:19.76 佐藤 胡春(1) 2:30.42 安藤 名菜(2) 2:32.06 荻原 一千花(2) 2:32.84 大八木 瑶子(2) 2:38.45 日諸 翔子(1) 2:39.64 中島 沙瑛(1) 2:40.89 藤井 菊乃(1) 2:43.33
秋田中央 秋田中央 秋田中央 明桜 本荘 明桜 秋田北 秋田商
泉谷 朱那(1) 4:49.46 堀内 愛香(1) 5:07.03 三浦 萌(2) 5:09.67 岩澤 美空(1) 5:10.44 深井 沙耶(2) 5:11.54 嶋崎 朱莉(1) 5:12.94 花房 快実(1) 5:15.83 工藤 由季恵(2) 5:20.98
秋田中央 秋田中央 秋田中央 秋田 明桜 金足農 明桜 本荘
三浦 萌(2) 11:10.74 工藤 由季恵(2) 11:11.89 嶋崎 朱莉(1) 11:13.32 花房 快実(1) 11:14.69 深井 沙耶(2) 11:58.47 岩澤 美空(1) 12:01.97 安田 まりあ(1) 12:21.06 三浦 夏海(1) 12:37.17
秋田中央 本荘 金足農 明桜 明桜 秋田 金足農 本荘
桜庭 凛乃(1) 16.11 澤口 彩音(1) 16.81 髙橋 舞(2) 16.82 信田 雪花(1) 16.86 猪股 華恋(1) 17.06 東海林 舞果(1) 17.22 桂田 彩(2) 18.02 高橋 優希(1) 19.91
秋田令和 秋田 秋田南 秋田中央 本荘 秋田南 新屋 秋田中央
加藤 倖子(2) 1:07.95 信田 雪花(1) 1:11.00 髙橋 舞(2) 1:11.95 松橋 風花(2) 1:12.70 桜庭 凛乃(1) 1:13.13 小松 優香(1) 1:14.80 猪股 華恋(1) 1:14.96
秋田商 秋田中央 秋田南 秋田中央 秋田令和 秋田令和 本荘
秋田令和 49.44 秋田中央 51.81 秋田南 52.02 秋田 52.06 秋田商 52.19 秋田北 52.41 本荘 54.61 秋田西 54.66
伊藤 優育(1) 信田 雪花(1) 髙橋 舞(2) 澤口 彩音(1) 船木 咲来(2) 八木 來南(1) 佐々木 羽菜(2) 筒井 杏(1)
三浦 京姫(1) 関東 明里(2) 鎌田 珠幸(1) 加賀谷 茉衣(1) 熊倉 菜夏(2) 古田 萌恵(2) 猪股 華恋(1) 佐々木 日茉理(1)
佐藤 奏(2) 松橋 歩希(2) 佐々木　ののは(1) 金森 陽菜(2) 加藤 倖子(2) 菅原 楓理(2) 山住 眞帆(2) 原 実咲(2)
成田 千栞(2) 松橋 風花(2) 石井 月乃(1) 佐藤 和ノ葉(1) 吉田 夢衣(1) 五十嵐 真子(2) 豊島 莉星(1) 坂谷 愛梨(2)
秋田令和 4:07.77 秋田商 4:13.19 秋田 4:15.40 秋田中央 4:15.70 秋田南 4:20.27 秋田北 4:30.18 金足農 4:31.76 秋田西 4:37.90
糸山 胡桃(1) 熊倉 菜夏(2) 佐藤 和ノ葉(1) 松橋 風花(2) 鎌田 珠幸(1) 五十嵐 真子(2) 宮根 美月(2) 佐々木 日茉理(1)
佐藤 奏(2) 船木 咲来(2) 加賀谷 美結(2) 泉谷 朱那(1) 佐藤 こなみ(1) 古田 萌恵(2) 嶋崎 朱莉(1) 秋山 寛乃(1)
宮原 友里(2) 加藤 倖子(2) 蛇口 奏(1) 堀内 愛香(1) 五十嵐 真優(1) 菅原 楓理(2) 梶原 梨奈(2) 坂谷 愛梨(2)
成田 千栞(2) 朝倉 小陽(2) 金森 陽菜(2) 信田 雪花(1) 石井 月乃(1) 佐々木 実緒(2) 中川 優月(2) 原 実咲(2)
松橋 歩希(2) 1m52 澤口 彩音(1) 1m46 朝倉 小陽(2) 1m43 松本 陽和(1) 1m30 菅原 佳奈子(1) 1m30
秋田中央 秋田 秋田商 明桜 秋田中央
原 実咲(2) 2m20 佐々木 実緒(2) 2m10 菅原 楓理(2) 1m90
秋田西 秋田北 秋田北
佐藤 奏(2) 5m13(+0.3) 古田 萌恵(2) 4m96(+1.1) 松橋 歩希(2) 4m95(+0.8) 坂谷 愛梨(2) 4m94(+0.3) 植木 優羽(1) 4m71(+2.5) 豊島 莉星(1) 4m69(+0.4) 阿部 柚希(1) 4m69(+1.6) 東海林 舞果(1) 4m61(-0.1)
秋田令和 秋田北 秋田中央 秋田西 秋田 公認4m46(+1.7) 本荘 秋田北 秋田南
佐藤 奏(2) 11m13(+2.0) 坂谷 愛梨(2) 10m20(+1.0) 植木 優羽(1) 9m82(+2.7) 五十嵐 真優(1) 9m28(+2.4) 蛇口 奏(1) 9m01(+2.3)
秋田令和 GR 秋田西 秋田 公認9m02(+1.6) 秋田南 公認9m25(+1.5) 秋田 公認記録なし

加賀谷 朱麗(2) 7m84 越川 真稟(1) 7m56 佐藤 友紀(1) 7m30 佐々木 陽(2) 7m16 小川　楓憂菜(1) 6m72 佐藤 知沙(1) 5m70 工藤 華李(1) 4m84
秋田商 由利 秋田商 西目 仁賀保 西目 金足農
後藤 ひまり(2) 26m32 横山 凜(2) 26m12 阿部 希星(2) 24m86 佐井 愛華(1) 24m36 加賀谷 朱麗(2) 23m14 齋藤 亜胡(1) 17m53 金 咲弥佳(1) 16m04 登藤 舞桜(1) 13m70
秋田商 由利工 西目 金足農 秋田商 由利 西目 金足農
登藤 舞桜(1) 18m74 阿部 希星(2) 13m90 工藤 華李(1) 12m60
金足農 西目 金足農
後藤 ひまり(2) 37m98 佐々木 陽(2) 30m23 越川 真稟(1) 29m23 横山 凜(2) 26m72 佐井 愛華(1) 26m64 佐藤 友紀(1) 24m45 阿部 まり花(2) 21m26 鎌田 実羽(1) 20m16
秋田商 西目 由利 由利工 金足農 秋田商 本荘 本荘
加藤 倖子(2) 3762点 金森 陽菜(2) 3172点 朝倉 小陽(2) 3085点 魚住 花菜子(2) 2536点 細矢 春菜(1) 2385点 高橋 優希(1) 2380点
秋田商 秋田 秋田商 秋田 秋田南 秋田中央

※参考記録 ※参考記録 ※参考記録 ※参考記録 ※参考記録 ※参考記録

総 合 秋田中央 76点 秋田令和 65点 秋田商 61点 秋田 39点 秋田南 30点 金足農 20点 西目 18点 秋田西 16点
ト ラ ッ ク 秋田中央 63点 秋田令和 53点 秋田南 25点 秋田商 22点 秋田 18点 明桜 11点 本荘 9点 金足農 5点

フ ィ ー ル ド 秋田商 29点 西目 18点 金足農 15点 秋田西 14点 秋田北 14点 秋田 13点 秋田令和 12点 秋田中央 12点
混 成 秋田商 10点 秋田 8点 秋田南 2点 秋田中央 1点

堀内 愛香(1) 8:16.08 安藤 名菜(2) 8:20.84
秋田中央 秋田中央

凡例  GR:大会(新)記録  =GR:大会タイ記録

※女子７種競技は、連続４８時間で実施することができず参考記録。
※女子走高跳４，５位は試技数差による。

対抗得点

9月1日
オープン種目

2000mSC
(0.762m)

備 考

19.29(-0.5)-1m39-8m15-29.84(+1.5) 18.35(-0.5)-1m18-5m71-29.06(+1.5) 20.32(-0.5)-1m27-4m46-30.89(+1.5) 22.02(-0.5)-1m27-5m68-30.22(+1.5)
5m08(+1.7)-21m70-2:30.08 4m68(+1.5)-17m93-2:38.06 4m79(+1.9)-20m93-2:45.79 4m05(+1.6)-14m33-2:48.08 4m41(+1.7)-22m07-2:56.33 4m62(+2.1)-14m73-2:48.85

8月27日 やり投

8月27日
 、31日

七種競技
17.47(-0.5)-1m45-7m38-27.15(+1.5) 17.28(-0.5)-1m24-6m63-28.06(+1.5)

8月27日
砲丸投

(4.000kg)

8月31日
円盤投

(1.000kg)

8月27日
ハンマー投
(4.000kg)

8月27日 棒高跳

8月27日 走幅跳

9月1日 三段跳

8月31日 4×100mR

9月1日 4×400mR

9月1日 走高跳

8月31日 3000m

9月1日
100mH 
風：-0.2

8月31日 400mH

8月27日 400m

9月1日 800m

8月27日 1500m

7位 8位

8月31日
100m 

風：-4.3

9月1日
女子200m 
風：-3.3

1位 2位 3位 4位 5位 6位

第６２回秋田県高等学校体育連盟中央支部新人陸上競技大会 期日： 令和２年 ８月２７日（木） 、８月３１日（月）、 ９月１日（火）

女    子


