
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

招 集 所 審 判 長 駒野　仁彦

記 録 主 任 伊藤　賢悦

日付 種目

大久保直樹(4) 11.03 佐々木大河(19) 11.28 笠谷　航生(3) 11.33 青山　碧透(2) 11.35 藤原　憲輔(1) 11.37 内藤　　蓮(1) 11.38 今田　　海(1) 11.41
秋田大学 秋田市 秋田令和高校 秋田大学医学部 秋田令和高校 秋田大学 秋田令和高校
貝沼　惣太(3) 11.03
秋田令和高校
三谷　優樹(3) 22.22 兎澤　航平(25) 22.91 山田　智央(1) 23.76 渡部秦太朗(2) 24.58 松井　　壮 24.79 菅原　董馬(1) 24.80
秋田大学 秋田マスターズ 明桜高校 明桜高校 秋田市 秋田令和高校
肥後琉之介(1) 52.10 髙橋　勇正(1) 54.74 佐藤　隼人(2) 57.64
秋田大学 秋田令和高校 秋田高校
堀内　　塁(2) 2:01.70 竹本　大晟(3) 2:06.42 松山　開豊(3) 2:07.60 髙橋　侑琉(1) 2:12.58 泉　　悠人(1) 2:14.54
秋田大学 秋田大学医学部 秋田大学医学部 秋田令和高校 秋田北高校
佐藤　優真(1) 4:18.04 大澤　怜旺(2) 4:21.75 石濱　佑真(2) 4:22.79 川村　浬久(1) 4:25.28 熊谷　拓未(2) 4:33.46 佐川　浩平(33) 4:33.71 武田　栞大(1) 4:50.53
明桜高校 秋田大学 秋田大学 明桜高校 秋田北高校 秋田市 明桜高校
清水川　竣(25) 16:01.21 山田有輝也(M1) 17:30.39
秋田市役所 秋田大学
チームARUTO 45.83 秋田西高校 47.34 ベーシックTC 51.40
安田　天門(25) 菅原　佑星(2) 高橋　祐貴(28)
安田　有杜(27) 鈴木　琉翔(2) 工藤　周佑(18)
高山　智貴(25) 加賀谷響己(2) 山田　　幹(30)
安田　海斗(30) 坂井　陽紀(2) 鈴木　了太(1)
山内　　樹(1) 1m75 藤井　　翼(31) 1m60 鈴木　　錬(1) 1m55
明桜高校 Team Astar 秋田大学
松井　　陸(22) 6m42(+2.0) 高山　智貴(25) 6m34(+1.1) 大髙　優羽(2) 5m85(+2.2) 工藤　周佑(18) 5m80(+1.5) 中嶋　達也(26) 5m79(+2.3) 加藤　　瑠(1) 5m71(+0.3)
秋田市 チームARUTO 秋田高校 公認5m70(+0.9) ベーシックTC 北上GAC 公認5m56(+0.2) 新屋高校
横山　北岳(2) 13m49(+2.4) 渡辺　悠太(1) 12m53(+1.9) 佐々木勇眞(3) 11m89(+0.6) 吉田　　悟(51) 11m66(+1.2) 佐々木煌生(1) 11m52(+0.9) 伊東　煌陽(3) 11m22(+2.4) 黒澤　南葵(3) 10m94(+3.5)
秋田大学 公認13m41(+2.0) 秋田高校 桜 秋田市 秋田令和高校 ベーシックTC 公認11m19(+1.4) 桜 公認10m74(+1.2)

佐藤　佳和(35) 9m49
秋田市
高橋　政光(48) 7m06
秋田市
米倉　暢拓(6) 9m62 齋藤　高徳(37) 9m32 高橋　一翔(2) 7m44 沼澤　來胤(1) 6m60
秋田大学医学部 秋田市 秋田令和高校 新屋高校
伊藤　　博(71) 7m32
秋田マスターズ
半田　　實(77) 8m61 児玉　一男(77) 5m98
一つ森マスターズ 秋田市
渡邉　陽菜(2) 12.63 下間　真城(1) 12.80 安田穂乃香(2) 12.98 齋藤　　花(1) 13.13 遠藤　由悠(2) 13.20 萬谷　由愛(1) 13.25 佐々木優心(2) 13.44 佐藤　有紗(3) 13.47
秋田令和高校 新屋高校 秋田西高校 新屋高校 秋田北高校 秋田令和高校 秋田令和高校 秋田東
吉田小都子(2) 27.97 櫻庭　果怜(2) 28.71
秋田南高校 秋田西高校
安達　莉央(2) 1:05.54 伊藤　優芽(1) 1:06.94
秋田西高校 新屋高校
黒澤　由愛(1) 1m45
秋田令和高校
木澤　理子(23) 5m15(+0.9) 佐々木美空(2) 4m66(+3.1) 海老澤ももか(1) 4m60(+1.1) 齋藤　海侑(3) 4m40(+1.8)
秋田陸協 明桜高校 公認4m28(+1.1) 秋田令和高校 ベーシックTC
谷藤　里緒(3) 8m61 高橋　幸那(3) 7m33 細矢　菜桜(2) 7m13 大石　藍子(6) 6m98 小塚　紫苑(1) 5m93
南高中等部 秋田市 新屋高校 秋田大学医学部 新屋高校

10月2日
一般女子選手権砲丸投

(4.00kg)

10月2日 一般男子選手権三段跳

10月2日 一般男子選手権4X100mR

10月2日 一般女子選手権走高跳

10月2日 一般女子選手権走幅跳

10月2日
一般男子M-45　砲丸投

(7.26kg)

10月2日
一般女子選手権200m 

風：+2.3

10月2日 一般女子選手権400m

10月2日
一般女子選手権100m 

風：+2.1

10月2日
一般男子M-70　砲丸投

(4.000kg)

10月2日
一般男子M-75　砲丸投

(4.000kg)

10月2日 一般男子選手権走幅跳

10月2日
一般男子選手権砲丸投

(7.26kg)

10月2日
一般男子M-35　砲丸投

(7.26kg)

10月2日 一般男子選手権走高跳

10月2日 一般男子選手権5000m

10月2日 一般男子選手権1500m

6位

10月2日 一般男子選手権400m

10月2日 一般男子選手権800m

10月2日
一般男子選手権200m 

風：+2.0

7位 8位

10月2日
一般男子選手権100m 

風：+0.9

第61回市民スポーツ祭陸上競技大会　第64回秋田市民陸上競技選手権大会　第60回秋田市中学校秋季陸上競技大会 【22050706】 
ソユースタジアム（秋田市八橋陸上競技場） 【52030】 
2022/10/01 ～ 2022/10/02
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