
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

宇佐美海斗(5) 14.42(+1.0) 二階堂　悟(5) 14.56(+1.2) 湊　　悠真(5) 15.08(+1.2) 木村　琉斗(5) 15.49(+1.0) 高橋　優仁(5) 15.51(+1.2) 高島　陽大(5) 15.88(+1.2) 日景　遥紀(5) 15.88(+1.2) 小玉　蒼士(5) 16.11(+1.2)
JAC-A JAC-A JAC-A ベーシックTC ベーシックTC JAC-A 旭川小陸上部 JAC-A
加賀谷　陽(6) 13.05(0.0) 中村　颯斗(6) 13.06(+1.1) 高橋　歩虎(6) 13.43(+1.1) 金　龍之介(6) 13.47(+0.8) 高橋琥太朗(6) 13.65(+1.1) 佐々木康介(6) 13.67(+1.1) 佐々木琉衣(6) 13.93(+0.8) 工藤　陽仁(6) 13.95(0.0)
JAC-A JAC-A JAC-A ベーシックTC ベーシックTC ベーシックTC JAC-A 旭川小陸上部
塚田　蓮永(4) 15.49(+0.6) 佐々木結斗(4) 15.57(+1.0) 石川　惣守(4) 16.02(+1.0) 船木　翔遥(4) 16.03(+0.6) 加藤　遙真(4) 16.30(+0.6) 大友　奏輝(4) 16.33(+1.0) 登藤　壱咲(4) 16.90(+0.6) 佐藤祥太朗(4) 17.50(+1.0)
ベーシックTC 旭川小陸上部 JAC-A JAC-A JAC-A 飯島 外旭川 旭川小陸上部
小野寺崚平(5) 3:39.57 三浦　魁仁(5) 3:40.74 齋藤　結進(5) 3:41.96 渡邉　伊織(5) 3:50.97 太田　海道(5) 3:51.77 佐々木里玖(5) 3:54.46 渡邉　綾人(5) 4:01.63
JAC-A 飯島南 港北 JAC-A 旭川小陸上部 ベーシックTC ベーシックTC
吉田　　仁(6) 3:04.05 泉谷　惟斗(6) 3:18.91 竹内　輝斗(6) 3:25.07 高橋　冴知(6) 3:27.66 伊藤　涼汰(6) 3:50.85 双木　海翔(6) 4:18.16
ベーシックTC JAC-A 港北 JAC-A JAC-A 旭川小陸上部
永井　　頼(4) 3:47.01 工藤　想大(4) 4:02.52 阿部　奏汰(4) 4:13.96 斎藤　楓真(4) 4:16.54 奈良　昊佳(4) 4:16.62
飯島 飯島 飯島 JAC-A 旭川小陸上部
JAC-A 52.28 旭川小陸上部　A 55.96 秋田ベーシックTC　B2 56.69 秋田ベーシックTC　B1 57.24 JAC-A　ごうろく 58.16 秋田ベーシックTC　B3 1:00.24 JAC-A　ろくごう 1:02.05 旭川小陸上部　B 1:04.44
佐々木琉衣(6) 小松　　蓮(6) 神　　大翔(6) 佐々木康介(6) 二階堂　悟(5) 吉田　徠生(6) 高島　陽大(5) 双木　海翔(6)
加賀谷　陽(6) 工藤　陽仁(6) 吉田　　仁(6) 金　龍之介(6) 髙橋　拓隼(6) 佐藤　蒼翔(6) 斎藤　龍誠(6) 日景　遥紀(5)
高橋　歩虎(6) 阿部　悠雅(6) 佐藤　汰一(6) 塚田　蓮永(4) 宇佐美海斗(5) 高橋　　遙(6) 阿部　仁哉(6) 石塚　左卿(5)
中村　颯斗(6) 佐々木陽斗(6) 利部冴之助(6) 高橋琥太朗(6) 湊　　悠真(5) 高橋　優仁(5) 高橋　冴知(6) 佐々木結斗(4)
阿部　悠雅(6) 4m41(+1.3) 斎藤　龍誠(6) 3m77(+1.4) 熊谷　柊碧(5) 3m13(+1.4)
旭川小陸上部 JAC-A JAC-A
煤賀　理緒(5) 14.17(+1.9) 小谷　真鈴(5) 14.49(+1.9) 伊藤　杏純(5) 15.11(+1.9) 佐々木陽菜(5) 15.20(+1.8) 小松　奏芽(5) 15.58(+1.8) 櫻田　香織(5) 15.96(+1.9) 牧野　実愛(5) 16.11(+1.8) 阿部　莉音(5) 16.34(+1.9)
港北 JAC-A JAC-A ベーシックTC JAC-A 旭川小陸上部 ベーシックTC JAC-A
和田　姫怜(6) 13.90(+1.8) 鈴木　里彩(6) 14.13(+2.3) 今野　桔菜(6) 14.69(+2.3) 藤原　心暖(6) 14.71(+2.3) 佐々木　花(6) 14.78(+2.3) 佐々木愛奈(6) 14.86(+1.8) 戸井田笑真(6) 15.08(+1.8) 櫻田　美咲(6) 15.17(+2.3)
JAC-A JAC-A JAC-A 飯島南 ベーシックTC JAC-A ベーシックTC 旭川小陸上部
西田　　椛(4) 15.48(+1.7) 加藤　唯夏(4) 15.64(+1.0) 續　藍海香(4) 15.71(+1.7) 古仲　慈乃(4) 15.83(+1.7) 佐藤　明佳(4) 15.96(+1.7) 小野　芹紗(4) 16.02(+1.6) 畠山　颯空(4) 16.65(+1.6) 疋田　心音(4) 16.66(+1.7)
ベーシックTC 旭川小陸上部 飯島南 ベーシックTC 港北 ベーシックTC 飯島南 JAC-A
石垣　珠麗(5) 2:28.07 工藤　陽和(5) 2:52.58 佐藤　佳音(5) 2:52.93 倉本　咲希(5) 3:06.47 今野日向子(5) 3:10.34
外旭川 GR 旭川小陸上部 ベーシックTC JAC-A JAC-A
高橋　愛紗(6) 2:26.49 佐藤　充姫(6) 2:45.09 縄田屋璃子(6) 2:46.51 疋田　心和(6) 2:50.95 児玉みちる(6) 2:58.30 鎌田　彩愛(6) 3:03.59 鈴木　彩菜(6) 3:20.61
JAC-A GR JAC-A JAC-A JAC-A JAC-A 旭川小陸上部 JAC-A
椎川　実果(4) 3:04.38 菊地　　奎(4) 3:09.76 倉部　華帆(4) 3:12.41 武藤　仁那(4) 3:12.48 石郷岡琉羽(4) 3:13.53 伊藤　夕夏(4) 3:17.79 舟山　明里(4) 3:35.75
JAC-A 旭川小陸上部 外旭川 旭川小陸上部 旭川小陸上部 桜 旭川小陸上部
斎藤万利衣(6) 19.54
JAC-A
JAC-A 56.18 秋田ベーシックTC　G1 59.56 JAC-A　はっぴゃく 59.90 JAC-A　ろく 59.95 JAC-A　ごろく 1:01.48 旭川小陸上部　E 1:02.89 秋田ベーシックTC　G2 1:03.81 旭川小陸上部　F 1:04.38
佐々木愛奈(6) 戸井田笑真(6) 児玉みちる(6) 棚木　　結(6) 阿部　莉音(5) 北林　愛菜(6) 小野　芹紗(4) 伊藤　百華(6)
小谷　真鈴(5) 佐々木　花(6) 高橋　愛紗(6) 野口　瑞夏(6) 伊藤　杏純(5) 櫻田　美咲(6) 西田　　椛(4) 加藤　唯夏(4)
和田　姫怜(6) 熊井　実来(6) 佐藤　充姫(6) 佐藤あんみ(6) 倉本　咲希(5) 鎌田　彩愛(6) 佐藤　純花(4) 櫻田　香織(5)
鈴木　里彩(6) 金森　心音(6) 疋田　心和(6) 武石　桃乃(6) 今野　桔菜(6) 小玉　杏奈(6) 古仲　慈乃(4) 工藤　陽和(5)
棚木　　結(6) 4m06(+1.6) 金森　心音(6) 3m73(+0.9) 黒木　颯花(6) 3m61(+1.2) 武石　桃乃(6) 3m43(+0.4) 加藤佳奈美(6) 3m12(+1.1) 高橋　陽央(5) 3m06(+1.8) 小玉　杏奈(6) 2m75(+1.7)
JAC-A ベーシックTC JAC-A JAC-A 外旭川 JAC-A 旭川小陸上部

凡例  GR:大会記録

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

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月1日 小学男子5年100m

10月1日 小学男子6年100m

10月1日 小学男子4年100m

10月1日 小学男子共通4X100mR

10月1日 小学男子4年1000m

10月1日 小学男子5年1000m

10月1日 小学男子6年1000m

10月1日 小学女子6年100m

10月1日 小学女子4年100m

10月1日 小学男子5･6年共通走幅跳

10月1日 小学女子5年100m

10月1日 小学女子5年800m

10月1日 小学女子6年800m

10月1日 小学女子4年800m

10月1日 小学女子5･6年共通走幅跳

10月1日
小学女子80mH 

風：+0.3

10月1日 小学女子共通4X100mR


