
第19回みちのく春季陸上一関大会成績一覧表　　（男子） 15030002
　　　主催　　一般財団法人岩手陸上競技協会　　一関市陸上競技協会
　　　期日　　平成２７年４月１１日（土）～１２日（日） 　　　【競技場】032010    一関運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
04/11 1部男子 佐々木　愛斗 11.01(+1.4) 佐藤　　　駆 11.05(+1.4) 高橋　　謙介 11.16(+0.8) 瀬川　　大地 11.19(+1.4) 菅野　　海成 11.30(+1.4) 種綿　　　崚 11.32(+0.8) 髙橋　　陽向 11.33(+1.3) 佐藤　皇史郎 11.34(+1.4)

１００ｍ 岩手･盛岡南　　　3 秋田･増田　　　　3 秋田･横手清陵　　1 秋田･横手清陵　　3 岩手･盛岡南　　　3 岩手･盛岡南　　　2 岩手･花巻南　　　2 宮城･気仙沼　　　2
04/12 佐々木　愛斗 22.11( 0.0) 佐藤　　　駆 22.63( 0.0) 種綿　　　崚 22.68(+2.0) 佐々木　優希 22.69(+1.4) 高橋　　謙介 22.73( 0.0) 佐々木　康太 岩手･宮古商　　　3 23.08(+2.1) 千田　　　勤 23.10(+1.4)

２００ｍ 岩手･盛岡南　　　3 秋田･増田　　　　3 岩手･盛岡南　　　2 岩手･宮古商　　　3 秋田･横手清陵　　1 山本　　一夢 秋田･大館鳳鳴　　3 (+1.4) 岩手･一関高専INCT4
04/11 千田　　　勤 50.49 木越　　孔明 51.59 佐々木　優希 岩手･宮古商　　　3 51.65 岩渕　　　誠 51.90 小原　　勇汰 51.91 伊藤　　貴之 51.97 阿部　　誠也 52.28

４００ｍ 岩手･一関高専INCT4 秋田･大館国際情報3 山本　　一夢 秋田･大館鳳鳴　　3 岩手･一関第一　　2 岩手･花巻東　　　3 秋田･大館　　　　3 秋田･増田　　　　3
04/12 谷内　　　遥 1,56.54 菊池　　雅輝 1,58.97 森　　　北斗 2,00.25 三浦　　天道 2,00.28 木越　　孔明 2,00.70 斉藤　　陽向 2,01.39 川村　　優太 2,01.53 後藤　　政宣 2,01.81

８００ｍ 宮城･気仙沼　　　3 岩手･富士大　　　4 岩手･花巻北　　　3 秋田･秋田　　    2 秋田･大館国際情報3 秋田･秋田中央　　3 岩手･盛岡南　　　1 岩手･北上翔南　　3
04/11 ﾁｪﾎﾞﾃｨﾋﾞﾝｴｾﾞｷｴﾙ 3,53.92 谷内　　　遥 4,08.44 古舘　　　優 4,09.24 松橋　　勝也 4,11.66 熊谷　　真澄 4,12.92 菊池　　　翔 4,13.47 佐藤　　大雅 4,13.87 八重樫　　涼 4,14.42

１５００ｍ 岩手･東邦ﾘﾌｧｲﾝ 　 大会新 宮城･気仙沼　　　3 岩手･富士大　　　4 岩手･盛岡第三　　3 岩手･高田　　　　2 岩手･岩手自衛隊　 秋田･秋田中央　　3 岩手･盛岡南　　　2
04/12 ﾁｪﾎﾞﾃｨﾋﾞﾝｴｾﾞｷｴﾙ 13,42.70 佐々木　聖和 14,49.50 中野　　創也 14,53.62 芳賀　　　亘 14,55.24 新号　　健志 14,55.83 浅井　　崚雅 14,57.62 古舘　　　優 15,06.16 清水　翔一郎 15,06.89

５０００ｍ 岩手･東邦ﾘﾌｧｲﾝ 　 大会新 岩手･一関学院　　3 秋田･花輪　　　　3 岩手･岩手自衛隊　 秋田･秋田中央　　2 岩手･一関学院　　2 岩手･富士大　　　4 岩手･TEAMアテルイ
04/11 (1.067m) 鈴木　　明典 15.38(+0.5) 工藤　　　洸 15.60(+0.5) 鎌田　　直志 15.87(+0.5) 大内　　豪樹 16.13(+0.5) 栗山　　勇翔 16.90(+0.4) 熊谷　　慎吾 17.01(+0.5) 菊池　　文太 17.02(+0.4) 小田嶋　智大 17.20(+0.5)

１１０ｍＨ 秋田･横手清陵    3 岩手･盛岡市立　　3 岩手･盛岡市立　　2 岩手･盛岡南　　　2 秋田･秋田北鷹　　3 岩手･専大北上　　2 岩手･黒沢尻北　　2 秋田･秋田中央　　2
04/11 高橋　　佳五 1.88 髙橋　　怜也 1.88 小田　　幹雄 1.80 赤坂　　秀樹 1.80 小野寺　紘生 1.80 岡崎　　圭汰 1.75 小野寺　　純 1.75 小山　　和澄 1.75

走高跳 岩手･盛岡南　　　2 秋田･横手　　2 試技回数 宮城･東北文化学園 岩手･SUT INT 　　試技回数 岩手･一関市陸協　無効試技数 岩手･黒沢尻北　　2 岩手･盛岡南　2 無効試技数 秋田･横手城南 3 試技回数
04/12 田中　　裕丸 7.18(-0.6) 加賀谷　泰人 6.48(-1.5) 菅　　　純希 6.41(+0.8) 中野　　洋平 6.33(-1.4) 高橋　　将史 6.24(-0.4) 松木　　飛龍 6.24(-1.2) 渡邉　　郁弥 6.22(-1.8) 小元　　健弥 6.12(+0.4)

走幅跳 岩手･北上市役所　 秋田･秋田北鷹　　3 秋田･横手城南　　3 秋田･増田　　　　3 秋田･横手清陵　　2 岩手･盛岡南　　　2 秋田･大館国際情報3 岩手･一関高専INCT5
04/11 長沼　　　元 64.11 澤口　　翔太 55.23 高橋　　　諒 55.03 長澤　　大翔 53.36 佐藤　　　翔 53.11 三浦　　　匠 50.18 畠山　　圭太 49.76 道下　　　遼 49.29

やり投800g 岩手･高田　　　　3 岩手･葛巻　　　　3 秋田･横手　　　　3 秋田･横手清陵　　3 岩手･水沢第一　　3 宮城･古川学園　　3 岩手･平舘　　　　3 岩手･盛岡第三　　3
04/11 一般 阿部　　拓実 9.18

砲丸投7.26Kg 岩手･一関高専INCT4
04/11 高校 風張　鼓太郎 13.64 渕元　　泰佐 13.49 畠山　　大知 12.60 後藤　　興大 11.86 小林　　　匡 11.73 佐藤　　文哉 11.39 後藤　　遥斗 11.24 長谷川　　陸 10.94

砲丸投6.0Kg 岩手･水沢第一　　3 岩手･高田　　　　3 岩手･水沢第一　　2 岩手･一関第一　　2 秋田･大館鳳鳴　　2 岩手･盛岡南　　　1 秋田･横手清陵　　2 岩手･水沢第一　　1
04/12 一般 髙屋敷　真悟 43.42 阿部　　拓実 20.75

円盤投2.0Kg 岩手･岩手陸協 岩手･一関高専INCT4
04/12 高校 風張　鼓太郎 35.89 加藤　　　翠 35.82 吉田　　涼太 35.09 佐藤　　大晃 33.15 佐藤　　淳平 33.11 千田　　　壮 31.50 吉田　　陸駆 31.22 後藤　　興大 30.24

円盤投1.75Kg 岩手･水沢第一　　3 宮城･迫桜　　　　3 岩手･高田　　　　3 宮城･本吉響　　　2 秋田･横手清陵　　3 秋田･横手　　　　3 岩手･住田　　　　3 岩手･一関第一　　2
04/11 2部男子 髙橋　　太星 11.92(+1.3) 後藤　　崚河 11.92(+1.3) 渡部　　日向 宮城･五橋中　　　2 11.94(+1.3) 正木　　佑磨 11.98(+0.9) 伊藤　　　諒 11.99(+1.3) 石島　　勇真 岩手･関一附属中　3 12.00(+1.7)

１００ｍ 岩手･雫石中　    3 宮城･古川中　3 着差あり 柴田　　　瞭 岩手･上野中　　　3 (+1.3) 岩手･雫石中　　　3 宮城･古川黎明中　3 佐々木　　脩 宮城･桃生中　　　3 (+1.3)
04/12 後藤　　理優 24.14(+2.0) 佐々木　友汰 24.19(+0.9) 上村　　　廉 24.24(+2.0) 鈴木　慎太郎 24.33(+0.9) 小野　　優斗 24.38(+2.0) 小野寺　拓未 24.45(+0.9) 後藤　　崚河 24.55(+2.0) 大友　　温希 24.67(+0.6)

２００ｍ 宮城･山下中　    3 宮城･山下中　　　3 宮城･蛇田中　　　3 岩手･東陵中　　　3 宮城･玉川中　　　3 宮城･塩釜第一中　3 宮城･古川中　　　3 岩手･花巻中　　　3
04/11 田原　　　悠 53.16 小野　　優斗 54.71 佐々木　友汰 54.74 小野寺　拓未 55.08 鈴木　慎太郎 55.46 菅野　　虹太 55.89 高橋　　大智 56.98 高橋　　昂佑 57.00

４００ｍ 岩手･北上中　　　3 宮城･玉川中　　　3 宮城･山下中　　　3 宮城･塩釜第一中　3 岩手･東陵中　　　3 岩手･北上南中　　3 岩手･北上中　　　3 秋田･大曲中　　　3
04/12 齋藤　　紘也 2,01.95 髙橋　　悠斗 2,06.67 高橋　　昂佑 2,08.63 畠山　　竣介 2,13.46 佐々木　　峻 2,14.24 鈴木　　望碧 2,14.51 大沼　　聖捺 2,15.62 内海　凜太郎 2,15.88

８００ｍ 宮城･蛇田中　 3 大会新 宮城･湊中　　　　3 秋田･大曲中　　　3 宮城･鹿折中　　　3 岩手･釜石中　　　3 宮城･気仙沼中　　3 宮城･鹿島台中　　3 宮城･蛇田中　　　2
04/11 小倉　　朝陽 4,18.91 佐藤　　礼旺 4,23.94 齋藤　　紘也 4,28.14 十文字　優一 4,29.37 三浦　　　剛 4,31.35 小林　　航平 4,31.66 佐々木　　峻 4,33.45 山口　　宝来 4,35.23

１５００ｍ 岩手･見前中 　3 大会新 宮城･蛇田中　　　3 宮城･蛇田中　　　3 岩手･福岡中　　　2 宮城･築館中　　　2 宮城･名取二中　　3 岩手･釜石中　　　3 秋田･横手南中　　3
04/12 小倉　　朝陽 9,06.03 佐藤　　礼旺 9,19.82 小林　　航平 9,33.38 十文字　優一 9,34.90 高橋　　陸斗 9,39.44 山口　　宝来 9,40.15 今野　　元揮 9,43.36 菅田　　和馬 9,44.57

３０００ｍ 岩手･見前中　　　3 宮城･蛇田中　　　3 宮城･名取二中　　3 岩手･福岡中　　　2 秋田･美郷中　　　3 秋田･横手南中　　3 宮城･七ヶ宿中　　2 岩手･遠野中　　　3
04/11 (0.914m) 髙橋　　太星 15.40(+0.8) 佐藤　　隼人 17.65(+0.8) 後藤　　元嘉 17.90(+0.8) 川内　　崚輔 17.97(+0.8) 菊地　琳太朗 17.98(+2.0) 後藤　　公嘉 18.01(+0.9) 田口　　博敏 18.13(+2.0) 菅原　　海輝 18.38(+0.8)

１１０ｍＨ 岩手･雫石中 　3 大会新 岩手･水沢中　　　2 岩手･水沢南中　　3 宮城･玉川中　　　3 岩手･水沢南中　　2 岩手･水沢南中　　3 岩手･金ケ崎中　　2 宮城･玉川中　　　2
04/11 小原　　翔矢 1.68 佐藤　　斗馬 1.65 菅原　　海輝 1.60 澁谷　　　侃 1.60 川村　　広樹 1.55 藤本　　光太 1.55 川内　　崚輔 1.55 千葉　　陸斗 1.50

走高跳 岩手･北上中　　　3 岩手･水沢南中　　3 宮城･玉川中　　　2 宮城･五橋中　3 試技回数 宮城･名取二中　　3 岩手･花巻中　2 無効試技数 宮城･玉川中　3 試技回数 宮城･条南中　　　3
04/12 後藤　　理優 5.86(-1.2) 原子　大二朗 5.76(-2.0) 菅原　　拓斗 5.48(-2.0) 阿部　　慶吾 5.47(+0.6) 千葉　　康平 5.47(-0.5) 川村　　広樹 5.11(+1.0) 長尾　　　遼 5.10(+0.4) 佐藤　　岳人 5.05(0.0)

走幅跳 宮城･山下中　　　3 宮城･古川黎明中　3 宮城･志波姫中　　3 岩手･桜町中　　　3 宮城･蛇田中　　　3 宮城･名取二中　　3 岩手･関一附属中　2 宮城･高砂中　　　3
04/11 佐藤　　凌雅 10.31 相澤　　源希 10.14 菊池　　竜大 9.45 佐藤　　　稜 9.24 及川　　大成 8.90 佐藤　慶次郎 8.79 熊谷　　大和 8.69 小野寺　晴紀 8.66

砲丸投5.0Kg 岩手･有住中　　　3 宮城･蛇田中　　　2 岩手･興田中　　　3 宮城･登米中田中　2 岩手･水沢南中　　3 岩手･北上南中　　3 宮城･登米中田中　3 岩手･東水沢中　　3

気象状況

１１日　　午前９時　　天候　雨　　気温　 10.1℃　　湿度　93％　　風向　　北　　　風速　2.1㎧ 総　務　　　金谷　敏彦
１１日　　午後０時　　天候　雨　　気温　 12.3℃　　湿度　87％　　風向　北北西　　風速　1.5㎧
１１日　　午後３時　　天候　雨　　気温　 12.9℃　　湿度　82％　　風向　　北　　　風速　0.9㎧
１１日　　午後５時　　天候　曇　　気温　 12.3℃　　湿度　76％　　風向　北北東　　風速　0.3㎧ １日目 審判長　　　清水　茂幸
１２日　　午前９時　　天候　晴　　気温　 16.0℃　　湿度　41％　　風向　北北東　　風速　1.6㎧
１２日　　午後０時　　天候　晴　　気温　 15.6℃　　湿度　50％　　風向　北北東　　風速　2.5㎧
１２日　　午後３時　　天候　晴　　気温　 16.2℃　　湿度　41％　　風向　 南東　 　風速　1.5㎧ ２日目 審判長　　　今野　邦彦
１２日　　午後４時　　天候　晴　　気温　 15.2℃　　湿度　48％　　風向　南南東　　風速　2.6㎧

記録主任　　菅原　康次



第19回みちのく春季陸上一関大会成績一覧表　　（女子） 15030002
　　　主催　　一般財団法人岩手陸上競技協会　　一関市陸上競技協会
　　　期日　　平成２７年４月１１日（土）～１２日（日） 　　　【競技場】032010    一関運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
04/11 1部女子 山田　　美来 12.48(+1.3) 西村　　花菜 12.74(+1.3) 小野寺　那海 12.77(+1.3) 村上　　舞菜 12.87(+1.3) 小山　　奈月 12.90(+1.1) 小倉　　夕芽 12.97(+0.9) 柿﨑　　愛理 13.01(+1.3) 熊谷　　あい 13.26(+0.8)

１００ｍ 岩手･盛岡誠桜 1 大会新 岩手･北上翔南　　3 岩手･盛岡南　　　3 岩手･盛岡南　　　3 岩手･盛岡誠桜　　1 岩手･盛岡誠桜　　2 秋田･秋田中央　　3 岩手･盛岡誠桜　　2
04/12 山田　　美来 25.55(+1.1) 吉川　　侑花 岩手･北上翔南　　3 26.22(+1.0) 小山　　奈月 26.41(+1.1) 西村　　花菜 26.44(+1.1) 小倉　　夕芽 26.52(+0.8) 柴田　あいり 26.77(+1.1) 阿邊　いつき 26.88(+1.1)

２００ｍ 岩手･盛岡誠桜　　1 小野寺　那海 岩手･盛岡南　　　3 (+1.1) 岩手･盛岡誠桜　　1 岩手･北上翔南　　3 岩手･盛岡誠桜　　2 秋田･横手　　　　1 岩手･北上翔南　　1
04/11 吉川　　侑花 59.48 伊藤　　愛海 1,00.23 芋田　　琴絵 1,00.82 根子　　星花 1,01.13 阿邊　いつき 1,02.13 玉澤　　朋果 1,02.84 猪股　　沙紀 1,03.79 佐々木こころ 1,04.77

４００ｍ 岩手･北上翔南　　3 秋田･秋田中央　　3 岩手･北上翔南　　2 岩手･盛岡誠桜　　3 岩手･北上翔南　　1 岩手･盛岡第二　　3 岩手･盛岡誠桜　　2 岩手･黒沢尻北　　3
04/12 遠藤　　優梨 2,21.14 桜庭　　美紅 2,22.50 米倉　　桃香 2,24.23 加藤　　海音 2,24.64 小山田　京香 2,25.67 玉澤　　朋果 2,27.65 畠山　　　萌 2,27.95 伊藤　　咲季 2,29.44

８００ｍ 秋田･秋田中央　　2 秋田･秋田　　    3 岩手･盛岡市立　　2 秋田･秋田中央　　2 岩手･盛岡南　　　2 岩手･盛岡第二　　3 岩手･北上翔南　　1 秋田･秋田中央　　3
04/11 桜庭　　美紅 4,57.12 遠藤　　優梨 5,01.24 戸埜村　比菜 5,02.35 大戸　　里桜 5,05.64 橋本　　美加 5,06.51 加藤　　海音 5,07.90 小野　　夏純 5,10.48 中村　　琴美 5,11.91

１５００ｍ 秋田･秋田　　    3 秋田･秋田中央　　2 岩手･盛岡市立　　3 岩手･黒沢尻北　　2 秋田･鹿角陸協　　 秋田･秋田中央　　2 秋田･横手　　　　3 岩手･盛岡市立　　3
04/12 中村　　琴美 10,47.84 佐藤　　佑香 11,03.53 大西　ゆりか 11,05.46 菅原　めぐみ 11,07.13 千田　　菜摘 11,07.71 榎本　　聖奈 11,08.04 久保田　萌希 11,10.58 小川　　遥那 11,28.99

３０００ｍ 岩手･盛岡市立　　3 秋田･秋田中央　　3 秋田･秋田北鷹　　2 岩手･胆沢南走会　 岩手･北上翔南　　3 岩手･盛岡市立　　3 岩手･盛岡第三　　2 秋田･秋田北鷹　　2
04/12 (0.838m) 岩﨑　　初音 15.68(+2.2) 伊藤　　愛海 16.03(+2.2) 齋藤　　春菜 16.12(+2.2) 田村　　杏莉 16.77(+2.2) 佐々木　双葉 16.92(-0.2) 菊地　　　碧 16.94(-0.2) 濱田　　優姫 17.14(-0.2) 佐藤　　未来 17.38(-0.2)

１００ｍＨ 秋田･秋田中央　　3 秋田･秋田中央　　3 岩手･北上翔南　　3 秋田･大館鳳鳴　　3 岩手･盛岡誠桜　　2 岩手･水沢第一　　3 岩手･北上翔南　　2 岩手･盛岡誠桜　　2
04/12 佐藤　　綾香 1.62 藤村　　　綾 1.56 渡会　　倫実 1.53 多田　　夏海 岩手･盛岡誠桜　　1 1.50 濱田　　風香 1.45 今野　　萌香 1.45

走高跳 宮城･宮城陸協　　 宮城･気仙沼西　　3 秋田･横手城南　　3 大森　　比芽 岩手･北上翔南　　2 秋田･秋田　　    3 岩手･北上翔南　　1
近藤　　　颯 岩手･盛岡市立　　3 試技回数

04/11 村上　　舞菜 5.55(+1.0) 濱田　　優姫 5.44(+1.9) 菅野　絵梨奈 5.26(+0.8) 倉田　　　優 5.15(+0.6) 齋藤　　春菜 5.08(+0.8) 大友　　風海 4.83(+0.9) 吉田　　桃子 4.70(+1.1) 小野　　綺音 4.61(+0.9)
走幅跳 岩手･盛岡南　　　3 岩手･北上翔南　　2 岩手･盛岡南　　　2 秋田･秋田　　    3 岩手･北上翔南　　3 秋田･横手城南　　3 岩手･北上翔南　　2 岩手･水沢第一　　3

04/12 石山　　桂子 11.22 菅野　　美穂 10.03 菅原　　百香 9.88 山形　　　麗 9.60 星　　　京香 9.58 佐々木　麻奈 9.35 岡崎　　　楓 9.22 岩亀　　里南 9.19
砲丸投4.0Kg 岩手･盛岡南　　　3 岩手･盛岡北　　　3 岩手･一関第一　　2 秋田･横手　　　　2 岩手･水沢第一　　3 岩手･北上翔南　　3 岩手･大船渡東　　2 岩手･花巻東　　　3

04/11 岩亀　　里南 31.55 菅原　　百香 30.42 水野　ありさ 29.09 岡崎　　　楓 28.62 浅沼　　花南 28.38 佐々木　麻奈 27.16 齋藤　　海里 25.27 菅野　　由真 24.98
円盤投1.0Kg 岩手･花巻東　　　3 岩手･一関第一　　2 岩手･住田　　　　3 岩手･大船渡東　　2 岩手･北上翔南　　2 岩手･北上翔南　　3 宮城･東陵　　　　3 岩手･黒沢尻北　　1

04/12 浅沼　　花南 34.31 沢田　明日香 33.75 藤木　　沙妃 32.25 船山　亜由美 31.82 菅原　小百合 31.05 佐藤　　菜美 30.34 太田　はるか 30.16 朝野　　志保 29.26
やり投600g 岩手･北上翔南　　2 岩手･福岡　　　　3 岩手･大船渡東　　3 岩手･一関高専INCT4 岩手･一関第一　　3 岩手･一関第一　　3 岩手･水沢第一　　3 秋田･横手城南　　3

04/11 2部女子 及川　　優花 12.77(+0.9) 安斎　スオミ 13.42(+0.9) 里舘　　采那 宮城･蛇田中　　　3 13.46(+0.9) 河崎　　玖美 13.47(+0.9) 駒ヶ嶺　光瑠 13.53(+1.1) 蒲田　　美輝 13.55(+0.9) 工藤　　詩織 13.58(+1.4)
１００ｍ 宮城･登米中田中　3 宮城･名取二中　　3 澤田　　杏樹 宮城･五橋中　　　3 (+0.9) 岩手･岩大附属中　3 岩手･北上南中　　3 岩手･久慈中　　　3 宮城･門脇中　　　3

04/12 及川　　真綾 27.18(+0.7) 安斎　スオミ 27.86(+0.7) 髙橋　　遥香 27.95(+1.1) 大和　　珠弓 28.04(+0.3) 小野　真優菜 28.14(+1.0) 河崎　　玖美 28.17(+1.3) 川原　　　彩 28.30(+2.0) 佐藤　　舞彩 28.31(+0.7)
２００ｍ 宮城･山下中　　　2 宮城･名取二中　　3 宮城･古川黎明中　3 宮城･古川黎明中　2 岩手･北上南中　　2 岩手･岩大附属中　3 岩手･北上南中　　3 宮城･石巻中　　　2

04/11 八幡　　紗彩 1,03.01 若狹　莉依奈 1,05.11 熊谷　　萌花 1,05.70 安田　　七海 1,07.33 小髙　理沙子 1,08.48 吉本　知那美 1,09.04 澤田　　杏樹 1,10.94 川原　　　彩 1,11.27
４００ｍ 宮城･門脇中　　　3 岩手･見前中　　　2 岩手･北上南中　　3 岩手･北上南中　　3 宮城･古川黎明中　3 宮城･五橋中　　　2 宮城･五橋中　　　3 岩手･北上南中　　3

04/12 奥山　　瑞希 2,17.85 及川　　真綾 2,18.48 若狹　莉依奈 2,22.86 八幡　　紗彩 2,24.47 小野寺　彩水 2,25.04 志田　　美陽 2,27.83 高橋　　里奈 2,27.88 熊谷　　萌花 2,27.89
８００ｍ 宮城･塩釜第一中 3 大会新 宮城･山下中　 2 大会新 岩手･見前中　　　2 宮城･門脇中　　　3 岩手･一関中　　　3 岩手･花巻中　　　2 秋田･美郷中　　　3 岩手･北上南中　　3

04/11 奥山　　瑞希 4,48.02 三浦　　愛日 4,53.36 小野寺　彩水 4,59.47 武山　　奈央 5,01.66 及川　　誌月 5,08.57 永塚　　渚未 5,09.20 千葉　　栞奈 5,15.49 高橋　　里奈 5,15.81
１５００ｍ 宮城･塩釜第一中 3 大会新 宮城･築館中　　　3 岩手･一関中　　　3 宮城･蛇田中　　　2 岩手･遠野中　　　3 宮城･古川南中　　3 岩手･水沢南中　　3 秋田･美郷中　　　3

04/12 (0.762m) 及川　　優花 14.51(+1.1) 駒ヶ嶺　光瑠 15.34(+1.1) 深澤　　奈々 16.07(+1.1) 三浦　　茉友 16.26(+1.1) 小髙　理沙子 16.44(+1.1) 八重樫　叶子 17.12(-0.4) 小野　　祥果 宮城･名取二中　　3 17.34(-0.4)
１００ｍＨ 宮城･登米中田中 3 大会新 岩手･北上南中　　3 岩手･北上南中　　3 岩手･北上中　　　3 宮城･古川黎明中　3 岩手･江釣子中　　2 小松　　寿瑞 秋田･太田中　　　2 (-0.4)

04/12 熊谷　　奈保 1.44 小野寺　史花 1.41 佐々木　一実 1.38 小原　　綾華 1.35 佐藤　じゅり 1.35 秋元　美沙希 1.35 宮田　麻梨花 宮城･五橋中　　　3 1.30
走高跳 岩手･江釣子中　　3 宮城･登米中田中　2 宮城･古川黎明中　3 岩手･江釣子中　　3 宮城･名取二中　　3 宮城･古川黎明中　3 松田　茉莉緒 岩手･北上南中　　3

無効試技数 試技回数 井上　米里日 岩手･久慈中　　　3
04/11 佐藤　　真優 5.21(+1.8) 髙橋　　遥香 4.70(+1.7) 熊谷　　奈保 4.64(+0.8) 大平　　琴音 4.59(+1.6) 戸羽　　優依 4.51(+1.0) 千田　　　瞳 4.46(+1.7) 小川　　蓮菜 4.37(+0.4) 武田　　由衣 4.31(+0.1)

走幅跳 岩手･江釣子中　　3 宮城･古川黎明中　3 岩手･江釣子中　　3 宮城･古川黎明中　3 宮城･古川黎明中　2 岩手･水沢南中　　3 岩手･水沢中　　　2 宮城･五橋中　　　3
04/12 加藤　　智美 9.95 伊藤　　優花 9.68 髙城　亜由美 9.33 後藤　　彩希 8.84 政木　　茉歩 8.66 佐藤　　楓奈 8.32 髙橋　　優奈 8.17 會田　　紫月 8.15

砲丸投2.721Kg 宮城･青葉中　　　3 岩手･有住中　　　3 宮城･石巻中　　　3 秋田･三輪中　　　3 宮城･青葉中　　　2 岩手･水沢南中　　3 岩手･金ケ崎中　　2 岩手･釜石中　　　3

気象状況

１１日　　午前９時　　天候　雨　　気温　 10.1℃　　湿度　93％　　風向　　北　　　風速　2.1㎧ 総　務　　　金谷　敏彦
１１日　　午後０時　　天候　雨　　気温　 12.3℃　　湿度　87％　　風向　北北西　　風速　1.5㎧
１１日　　午後３時　　天候　雨　　気温　 12.9℃　　湿度　82％　　風向　　北　　　風速　0.9㎧
１１日　　午後５時　　天候　曇　　気温　 12.3℃　　湿度　76％　　風向　北北東　　風速　0.3㎧ １日目 審判長　　　清水　茂幸
１２日　　午前９時　　天候　晴　　気温　 16.0℃　　湿度　41％　　風向　北北東　　風速　1.6㎧
１２日　　午後０時　　天候　晴　　気温　 15.6℃　　湿度　50％　　風向　北北東　　風速　2.5㎧
１２日　　午後３時　　天候　晴　　気温　 16.2℃　　湿度　41％　　風向　 南東　 　風速　1.5㎧ ２日目 審判長　　　今野　邦彦
１２日　　午後４時　　天候　晴　　気温　 15.2℃　　湿度　48％　　風向　南南東　　風速　2.6㎧

記録主任　　菅原　康次


