
審 判 長

< トラック > 佐  藤　隆  弘 < スタート > 南   都　 　勲

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 > 仙  道　貴  史

【競技会コード：19051001】 < 混    成 > 髙  橋  和  夫 < 招 集 所 > 金　 　宏   明

<ビデオ観察> 畑  沢  一  利

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 大須賀      浩 記録主任 日  景　輝  雄

日付 種目

成田 千栞(1) 12.18 佐々木 優和(3) 12.43 大島 和佳奈(3) 12.44 甲田 遥奈(3) 12.49 髙橋 遥香(2) 12.66 岩﨑 夏帆(3) 12.71 多賀谷 晴奈(2) 12.73 津篭 留衣(3) 12.91

秋田和洋女子 本荘 秋田 秋田和洋女子 秋田南 秋田和洋女子 大館国際情報 本荘

成田 千栞(1) 25.58 佐々木 優和(3) 25.65 大島 和佳奈(3) 25.68 多賀谷 晴奈(2) 26.24 佐藤 優(3) 26.35 髙橋 遥香(2) 26.41 津篭 留衣(3) 26.56 柴田 愛沙(1) 26.87

秋田和洋女子 本荘 秋田 大館国際情報 秋田南 秋田南 本荘 横手

北嶋 茉智(2) 57.77 大島 和佳奈(3) 59.13 藤原 彩奈(3) 59.16 遠藤 美玲(2) 59.40 佐藤 優(3) 1:00.02 鎌田 千尋(3) 1:00.07 柴田 麗羽(2) 1:01.87 笹本 彩花(3) 1:02.19

秋田 秋田 大館桂桜 明桜 秋田南 秋田北 横手城南 能代

遠藤 美玲(2) 2:17.11 阿部 円海(1) 2:18.32 石井 明里(3) 2:19.11 太田 泉(3) 2:20.24 米沢 瑠奈(2) 2:20.86 豊口 夏生(2) 2:20.98 武藤 向日葵(3) 2:24.40 佐藤 未羽(3) 2:33.29

明桜 横手清陵学院 秋田中央 秋田 横手清陵学院 大館国際情報 秋田商 秋田中央

長岐 ももこ(2) 4:39.45 阿部 円海(1) 4:39.45 太田 泉(3) 4:42.49 石井 明里(3) 4:49.06 石井 美里(3) 4:50.15 加藤 楓香(3) 4:50.54 野呂 くれあ(3) 4:50.60 柳舘 禎乃(3) 4:55.40

秋田 横手清陵学院 秋田 秋田中央 明桜 明桜 秋田北鷹 花輪

柳舘 禎乃(3) 10:13.49 長岐 ももこ(2) 10:19.41 野呂 くれあ(3) 10:22.05 渡辺 望美(2) 10:23.57 大渕 麗奈(2) 10:27.59 石井 美里(3) 10:30.71 中林 茉優(2) 10:40.38 熊谷　優香(2) 10:42.55

花輪 秋田 秋田北鷹 秋田北鷹 秋田中央 明桜 本荘 大曲

二田 結希(2) 14.87 小笠原 美古都(3) 15.30 中村 愛美(2) 15.46 佐藤 実緒理(3) 15.67 小林 夏月(3) 15.77 小松 寿瑞(3) 15.87 近野 菜穂(3) 15.97 工藤 舞子(2) 16.94

秋田和洋女子 能代 横手城南 秋田中央 大館国際情報 秋田和洋女子 湯沢翔北 秋田

北嶋 茉智(2) 1:03.26 藤原 彩奈(3) 1:04.12 鎌田 千尋(3) 1:05.79 柏崎 魅楓(3) 1:06.99 近野 菜穂(3) 1:07.07 加賀谷 朱夏(3) 1:09.31 藤原　さくら(2) 1:10.13 永瀬 あい(2) 1:11.37

秋田 大館桂桜 秋田北 金足農 湯沢翔北 秋田商 雄物川 大館鳳鳴

高桑 千奈(3) 25:59.36 髙田 果歩(3) 27:54.47 濱松 咲楽(3) 28:43.81 工藤 優(2) 29:18.33 桂田 夢彩(3) 29:32.19 山内 愛海(2) 30:29.08

秋田 秋田南 大館桂桜 横手清陵学院 明桜 大館桂桜

秋田和洋女子 49.27 秋田南 49.71 横手 49.81 秋田 50.19 本荘 50.30 大館桂桜 50.59 横手城南 50.99 大館国際情報 51.17

宮原 友里(1) 大山 遥花(3) 藤田 真理子(1) 木村 愛理(2) 津篭 留衣(3) 木村 陽彩(2) 佐々木 美桜(2) 石川 百杜巴(3)
小川 実咲(1) 佐藤 優(3) 菅原 紋(3) 北嶋 茉智(2) 眞坂 朱音(2) 藤原 彩奈(3) 中村 愛美(2) 多賀谷 晴奈(2)
岩﨑 夏帆(3) 髙橋 遥香(2) 伊藤 春野(2) 工藤 舞子(2) 佐々木 優和(3) 菅原 朱里(3) 柴田 優里(3) 小林 夏月(3)
成田 千栞(1) 津谷 環奈(2) 柴田 愛沙(1) 大島 和佳奈(3) 斎藤 心詞(3) 荒谷 凜(1) 柴田 麗羽(2) 小田嶋 優空(1)

大館桂桜 4:00.57 秋田和洋女子 4:04.28 秋田北 4:05.79 秋田商 4:08.19 本荘 4:13.48 大館国際情報 4:13.51

木村 陽彩(2) 岩﨑 夏帆(3) 吉澤 明日奏(2) 加賀谷 朱夏(3) 佐々木 優和(3) 豊口 夏生(2)
佐藤 千尋(2) 甲田 遥奈(3) 鎌田 千尋(3) 鈴木 香乃(3) 津篭 留衣(3) 佐々木 奏音(2)
三浦 瑞紀(3) 佐藤 奏(1) 信太 七海(2) 加賀谷 青(3) 中林 茉優(2) 多賀谷 晴奈(2)
藤原 彩奈(3) 成田 千栞(1) 加藤 瞳(2) 伊嶋 美空(2) 斎藤 心詞(3) 小林 夏月(3)

富樫 奈々(3) 1m60 近藤 未空(2) 1m54 沢木 愛菜(2) 1m54 鈴木 香乃(3) 1m51 松橋 歩希(1) 1m48 須藤 史帆(1) 1m48 畠山 綾菜(2) 1m45 石野 凜(2) 1m45

秋田商 秋田西 秋田商 秋田商 秋田中央 横手城南 大館国際情報 新屋

三浦 瑞紀(3) 2m90 杉沢 菜摘(2) 2m50 佐々木 綾乃(3) 2m40 佐々木 優花(2) 2m30 新斗米 志帆(2) 2m30 菩提野 葵(1) 2m10 鈴木 唯純(2) 2m10 大嶋 南緒(2) 2m00

大館桂桜 大館桂桜 湯沢 湯沢 小坂 大館桂桜 能代工 秋田中央

津谷 環奈(2) 5m62(+0.4) 三浦 瑞紀(3) 5m13(+1.0) 山田 瑞稀(1) 5m12(+0.6) 齊藤 千紘(3) 5m09(0.0) 羽深 光咲(3) 5m03(+0.8) 佐藤 奏(1) 5m03(-1.8) 杉沢 菜摘(2) 5m01(+2.6) 眞坂 朱音(2) 5m00(-1.4)

秋田南 大館桂桜 湯沢翔北 秋田 金足農 秋田和洋女子 大館桂桜 公認5m00(0.0) 本荘

齊藤 千紘(3) 11m21(0.0) 津谷 環奈(2) 10m89(+0.7) 佐々木 梨歌(3) 10m82(-0.8) 佐藤 奏(1) 10m73(-2.4) 富樫 奈々(3) 10m16(+0.7) 倉田 紗弥(3) 10m08(0.0) 柴田 優里(3) 9m98(-0.5) 佐藤 聖佳(2) 9m73(+0.5)

秋田 GR 秋田南 明桜 秋田和洋女子 秋田商 湯沢翔北 横手城南 横手

青澤 涼風(2) 11m48 黒澤 夢翔(2) 11m04 伊藤 天音(3) 10m24 保坂 陽々姫(3) 10m07 稲垣 愛結(3) 9m97 進藤 きらら(1) 9m46 田中 涼葉(2) 9m46 松橋 美加(3) 9m29

花輪 大館国際情報 湯沢翔北 秋田商 花輪 横手清陵学院 大館桂桜 秋田北鷹

青澤 涼風(2) 33m92 小板橋 向日葵(2) 32m20 稲垣 愛結(3) 31m08 松橋 美加(3) 30m46 伊藤 天音(3) 28m50 進藤 きらら(1) 27m90 保坂 陽々姫(3) 27m34 佐藤 歩菜(3) 26m56

花輪 花輪 花輪 秋田北鷹 湯沢翔北 横手清陵学院 秋田商 横手清陵学院

稲垣 愛結(3) 49m14 小板橋 向日葵(2) 42m88 佐藤 歩菜(3) 40m99 佐々木 澪(3) 39m68 髙橋 美礼(3) 35m83 石綿 優月(2) 35m18 田中 涼葉(2) 31m86 日野 鈴華(2) 27m30

花輪 GR 花輪 横手清陵学院 大曲農 大曲農 横手清陵学院 大館桂桜 秋田商

青澤 涼風(2) 43m03 進藤 きらら(1) 38m76 柴田 あさひ(3) 37m99 後藤 ひまり(1) 36m31 小野　珠寧(3) 35m38 渡部 奈央(3) 34m78 高橋 実佑(3) 34m14 榎 未来(3) 33m85

花輪 横手清陵学院 本荘 秋田商 雄物川 由利 秋田南 秋田商

竹内 綾菜(3) 3486点 木村 愛理(2) 3433点 三澤 史華(3) 3406点 加藤 倖子(1) 3256点 石崎 矩麗杏(3) 3132点 京極　綾香(3) 3062点 仲澤 美奈(2) 2975点 珍田 みなみ(2) 2748点

秋田商 秋田 大館桂桜 秋田商 秋田北鷹 大曲 大館鳳鳴 横手

総 合 秋田 66点 花輪 46点 大館桂桜 42点 秋田和洋女子 38点 秋田商 34点 秋田南 28点 横手清陵学院 27点 明桜 19点

ト ラ ッ ク 秋田 52点 秋田和洋女子 34点 大館桂桜 21点 秋田南 17点 明桜 15点 横手清陵学院 15点 本荘 14点 秋田中央 12点

フ ィ ー ル ド 花輪 40点 秋田商 21点 大館桂桜 17点 横手清陵学院 12点 秋田南 11点 湯沢翔北 11点 秋田 9点 湯沢 7点

混 成 秋田商 9点 秋田 5点 大館桂桜 4点 秋田北鷹 2点 大曲 1点

大渕 麗奈(2) 7:18.46 安藤 名菜(1) 7:48.70 奥山 茅紗子(3) 7:50.40 大友 麻衣(3) 8:06.03 大澤 ゆき乃(2) 9:03.48

秋田中央 秋田中央 湯沢翔北 増田 角館

凡例  GR:大会(新)記録  =GR:大会タイ記録

※準決勝における大会新記録  …  400mH：関本萌香(大館鳳鳴･2) 1.01.76 [準決勝1組]

100m
風：+0.7

8位

第６５回 秋田県高等学校総合体育大会陸上競技大会

4m28(+1.9)-32m12-2:57.014m44(+1.2)-21m92-2:40.09
20.00(-1.7)-1m20-5m80-28.51(+1.6)19.19(-1.7)-1m41-7m30-29.49(+1.4)18.51(-1.7)-1m38-6m15-29.15(+1.6)

200m
風：+0.8

4m62(+1.1)-20m37-2:37.14 4m44(+1.1)-26m13-2:38.40 4m38(+1.2)-22m74-2:42.58 4m71(+1.3)-14m27-2:38.02 4m63(+1.0)-31m77-2:56.78

主催：

4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】

400mH(0.762m)

4m53(+2.5)-22m60-2:52.88
17.04(-1.7)-1m32-7m08-27.58(+1.6) 16.72(-1.7)-1m44-6m98-28.31(+1.4) 17.58(-1.7)-1m38-7m24-28.12(+1.6) 18.03(-1.7)-1m29-5m91-28.20(+1.6)17.60(-1.7)-1m50-6m93-27.85(+1.4)

5位 7位

期日： 令和元年 ５月２４日（金） ～  ２７日（月）

1位 6位2位 3位

5000mW

5月27日

5月27日

5月26日

800m

400m

3000m

5月24日

5月27日

5月25日

100mH(0.838m)

風：+0.6

5月27日

備 考

5月25日 やり投 (600g)

5月24日 円盤投
(1.000kg)

対抗得点

5月27日 七種競技

5月26日 ハンマー投
(4.000kg)

5月27日 砲丸投
(4.000kg)

5月26日
※オープン開催

2000mSC
(0.762m)

棒高跳

5月26日

5月25日 走幅跳

三段跳

5月27日 4×400mR

5月25日

5月26日

女    子

4×100mR

5月24日

1500m

5月25日

5月25日 走高跳


