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一般男子
日付 種目

大友　樹(3) 11.13 熊谷　龍之介(3) 11.31 大久保　直樹(4) 11.58 中塩　和幸(3) 11.58 笠谷　航生(3) 11.59 後藤　瑞貴(22) 11.62 川崎　尚人(1) 11.78 石川　惣光(2) 11.79
秋田令和高校 秋田大学 秋田大学 秋田令和高校 秋田令和高校 秋田DNライティング 秋田令和高校 秋田令和高校
三谷　優樹(3) 49.34 金　亮汰(3) 50.29 堀内　塁(2) 51.38 高野　竜乃介(3) 52.20 福岡　蒼生(2) 53.56 菅原　一輝(2) 55.10
秋田大学 秋田令和高校 秋田大学 秋田南高校 秋田南高校 秋田令和高校
大澤　怜旺(2) 1:59.83 簾内　圭吾(3) 2:02.49 田村　延匡(2) 2:04.66 相原　颯良(17) 2:06.10 松山　開豊(3) 2:14.98 齋藤　陽斗(3) 2:16.40 早川　敦(44) 2:25.05
秋田大学 GR 秋田令和高校 秋田令和高校 金足農業高校 秋田大学医学部 秋田令和高校 秋田県立大学
中泉　大吾(2) 4:13.07 馬場　浩太郎(3) 4:14.49 工藤　昊(2) 4:25.26 小松　凜人(3) 4:27.80 佐藤　匠(3) 4:28.28 山田　有輝也(M1) 4:40.81 船木　淳(46) 4:44.51
秋田高校 秋田南高校 秋田中央高校 秋田中央高校 明桜高校 秋田大学 JAC46
石濵　佑真(2) 16:14.93 兜森　忠道(47) 16:23.89 清水川　竣(24) 16:33.24 信太　悠生(3) 17:16.31 浅野　巴(3) 17:21.57 佐藤　真跳(3) 17:39.35
秋田大学 秋田市陸協 秋田市役所 秋田中央高校 秋田南高校 秋田令和高校
秋田中央高校 44.06 秋田南高校 44.60 秋田中央高校 45.15 秋田高校 45.90
向井　陽輝(2) 太田　凌(3) 小野　晃路(2) 佐々木　音夢(3)
工藤　海容(3) 柴田　朗大(3) 山代　麟太郎(2) 畠山　晃靖(3)
高橋　風雅(3) 高野　竜乃介(3) 池田　雄登(2) 川野邉　漣(2)
佐藤　暖(3) 岡部　倖也(2) 大和田　廉(2) 大髙　優羽(2)
相原　世龍(1) 1m80 山内　樹(2) 1m60 吉田　悟(50) 1m60
秋田中央高校 明桜高校 秋田市
鎌田　藍璃(3) 6m59(+3.0) 山代　麟太郎(2) 6m49(+1.9) 高山　智貴(25) 6m48(+2.6) 渡部　瑛太(3) 6m30(+2.6) 齋藤　壮志(3) 6m09(+2.6) 大髙　優羽(2) 5m87(+3.7) 佐々木　煌生(1) 5m65(+4.5) 鈴木　健太郎(3) 4m81(+0.4)
秋田南高校 公認6m53(+0.9) 秋田中央高校 team ARUTO 公認6m26(+2.0) 秋田令和高校 公認6m11(+1.8) 秋田大学 公認5m17(+1.0) 秋田高校 公認記録なし 秋田令和高校 公認5m39(+1.1) 明桜高校
熊谷　魁(4) 14m70(+0.3) 土田　訓徳(4) 13m02(-0.7) 横山　北岳(2) 13m01(-1.3) 武田　翔冴(3) 11m33(-1.3)
秋田大学 GR 秋田大学 秋田大学 秋田令和高校
鈴木　太翔(3) 10m28 金岡　拓途(1) 8m92 高橋　一翔(2) 8m25
秋田令和高校 秋田高校 秋田令和高校
佐川　浩平(33) 4:32.60 渡邊　章(35) 4:43.60
秋田LSDクラブ 一つ森SMC
藤井　翼(31) 6m09(+3.7)
Team Astar

半田　實(76) 8m51 伊藤　博(72) 7m35
一つ森マスターズ 秋田マスターズ
高橋　政光(48) 6m73
秋田市

凡例  GR:大会記録

一般女子
日付 種目

宮田　亜弥奈(3) 12.69 長浜谷　京香(3) 12.97 佐藤　和ノ葉(3) 13.44 伊藤　優育(3) 13.44 吉田　小都子(2) 13.48 佐々木　ののは(3) 13.57 桜庭　凛乃(3) 13.59
秋田令和高校 秋田令和高校 秋田高校 秋田令和高校 秋田南高校 秋田南高校 秋田令和高校

渡邉　陽菜(2) 13.44
秋田令和高校

三浦　夏恋(2) 25.54 小松　優香(3) 27.18 八木　來南(3) 27.49 越中　心華(3) 27.61 佐々木　優那(2) 27.67 信太　雪花(3) 27.77 佐々木　美空(2) 28.79 須藤　彩楽(1) 29.21
秋田令和高校 GR 秋田令和高校 秋田北高校 秋田令和高校 秋田高校 秋田中央高校 明桜高校 秋田南高校
泉谷　朱那(3) 2:22.83 村井　咲季(2) 2:25.74 堀内　愛香(3) 2:26.59 佐藤　杏(1) 2:27.57 岩澤　美空(3) 2:29.89 佐藤　胡春(3) 2:32.00 中島　沙瑛(3) 2:43.22
秋田中央高校 秋田高校 秋田中央高校 秋田中央高校 秋田高校 秋田中央高校 秋田北高校
嵯峨　愛菜(2) 5:28.95 安達　紗羅(2) 5:45.65
明桜高校 秋田南高校
秋田高校 51.57 秋田中央高校 52.68 金足農業高校 56.16
澤口　彩音(3) 高橋　優希(3) 伊藤　充生(15)
佐藤　和ノ葉(3) 鈴木　結亜(2) 藤原　音杏(16)
佐々木　優那(2) 信太　雪花(3) 菅原　ほのか(16)
加賀谷　茉衣(3) 柳原　未歩(3) 高松　沙綾(16)
鎌田　和未(2) 1m45 澤口　彩音(3) 1m45 黒澤　由愛(1) 1m40 菅原　佳奈子(3) 1m40
秋田令和高校 秋田高校 秋田令和高校 秋田中央高校
二階堂　陽依(2) 4m98(+1.2) 船木　美波(1) 4m96(+2.3) 高橋　優希(3) 4m52(+1.6)
秋田南高校 秋田南高校 公認4m75(+0.3) 秋田中央高校
櫻庭　朱里(2) 9m89 大島　琉依(1) 7m60 佐井　愛華(17) 6m97 工藤　華李(17) 6m02
秋田南高校 秋田南高校 金足農業高校 金足農業高校

凡例  GR:大会記録

4月24日 一般女子A 1500m

4月24日 一般女子A 砲丸投(4.00kg)

4月24日 一般女子A 4X100mR

4月24日 一般女子A 走高跳

4月24日 一般女子A 走幅跳

4月24日
一般女子A 100m 

風：-2.7

4月24日
一般女子A 200m 

風：-1.1

4月24日 一般女子A 800m

4月24日
一般男子D 砲丸投(70才代

4.000kg)

4月24日
一般男子D 砲丸投(40才代

6.000kg)

4月24日 高校男子砲丸投(6.000kg)

4月24日 一般男子B 走幅跳

4月24日 一般男子A 走幅跳

4月24日 一般男子A 三段跳

4月24日 一般男子B 1500m

4月24日 一般男子A 1500m

4月24日 一般男子A 5000m

4月24日 一般男子A 4X100mR

4月24日 一般男子A 走高跳

8位

4月24日
一般男子A 100m 

風：-1.6

4月24日 一般男子A 400m

4月24日 一般男子A 800m

第77回 秋田市民陸上競技大会　第67回 秋田市中学校春季陸上競技大会 【22050704】 
ソユースタジアム（秋田市八橋陸上競技場） 【52030】 
2022/04/23 ～ 2022/04/24
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公認5m91(+1.7) GR
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