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第１４回 東北高等学校新人陸上競技選手権大会 
平成 21 年 9 月 26 日～28日 

ＮＤソフトスタジアム山形 

 

 

 

総 務 安孫子 元 春 

記 録 主 任 池 田 正 敏 

トラック競技審判長 鹿 野 光 正 

跳 躍 競 技審 判長 八 矢 俊 男 

投 擲 競 技審 判長 若 林   佶 

混 成 競 技審 判長 鈴 木 重 和（第１日、第３日） 

    〃 鬼 海 博 行（第２日） 

招 集 所 審 判 長 大 内   崇 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グランド・コンディション

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度% 風向 風速 m/s 場所
09/09/26 10:00 曇り 23.8 38.6 北東 2.0 競技場

11:00 曇り 26.6 32.2 北東 2.1
12:00 晴れ 26.2 36.1 北東 0.2

13:00 晴れ 25.3 41.7 北東 1.7
14:00 晴れ 27.2 38.5 東  1.5
15:00 晴れ 25.4 41.4 北東 2.8

09/09/27 10:00 晴れ 24.3 32.4 北東 1.2
11:00 晴れ 22.0 44.1 北東 0.6
12:00 晴れ 22.6 44.7 北西 1.0
13:00 晴れ 22.6 44.8 北東 2.8

14:00 晴れ 22.1 47.8 北東 3.3
15:00 晴れ 21.3 51.0 東  2.2
16:00 曇り 20.4 54.0 南  4.0

09/09/28  9:00 曇り 18.9 60.2 南南東 0.1
 9:30 曇り 20.0 56.7 南南西 0.9
10:00 曇り 20.0 57.2 南  0.1

11:00 曇り 21.5 54.7 東  0.1
12:00 曇り 21.7 54.3 南西 0.5
13:00 曇り 21.3 54.3 北北西 1.2
14:00 曇り 21.1 58.2 北北西 0.8
15:00 曇り 20.9 59.8 北  1.0
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《新記録等一覧》 

 

◎ 大会新記録 

 男子 ８００ｍ   １分５４秒４８ 大衡 真基 (2) 専修大北上・岩手    9/28 決勝 

     〃     １分５４秒５３ 大衡 真基 (2) 専修大北上・岩手    9/28 予選 

 男子 ４００ｍＨ  ５３秒１５ 千葉 優人 (2) 山 形 東・山形    9/27 決勝 

 男子 ５０００ｍＷ ２１分５８秒３１ 高橋 英輝 (2) 花 巻 北・岩手    9/28 決勝 

 女子 １５００ｍ  ４分２３秒２４ ｼﾞｪｰﾝ ﾜﾝｼﾞｬ (1) 青森山田・青森    9/26 決勝 

     〃     ４分３３秒４６ 尾﨑 梨乃 (2) 青森山田・青森    9/26 決勝 

 女子 １００ｍＨ  １４秒２４(+2.0) 浅井 智佐 (2) 九里学園・山形    9/26 決勝 

 女子 走幅跳    ５ｍ９０(+1.9) 五十嵐 麻央(2) 会津学鳳・福島    9/26 決勝 

 

 

 



第１４回 東北高等学校新人陸上競技選手権大会 決勝一覧表

平成21年9月26日(土)～28日(月)

ＮＤソフトスタジアム山形

性別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

27日 １００ｍ 遠藤　諒人　 (2) 10.99 小林　大亮　 (2) 11.08 藤嶋　裕介　 (2) 11.16 星　　智文　 (2) 11.18 齋藤　和磨　 (2) 11.23 澁谷　直寿　 (1) 11.30 葛西　俊也　 (1) 11.33

風:-1.6 山　形･九里学園 岩　手･釜石 秋　田･鷹巣 福　島･会津学鳳 山　形･九里学園 青　森･木造 青　森･青森北

安斎　　圭　 (2)

福　島･福島商

28日 ２００ｍ 遠藤　諒人　 (2) 22.05 武田　貴大　 (2) 22.07 星　　智文　 (2) 22.24 澁谷　直寿　 (1) 22.27 府川　侑樹　 (2) 22.29 高橋　侑大　 (2) 22.33 亀山　響平　 (2) 22.37 関　　卓哉　 (1) 22.68

風:+0.4 山　形･九里学園 山　形･山形南 福　島･会津学鳳 青　森･木造 宮　城･東北 宮　城･古川工 宮　城･石巻商 青　森･大湊

26日 ４００ｍ 千葉　優人　 (2) 48.46 瀬川　貴文　 (1) 48.91 高橋　侑大　 (2) 49.29 田口　雄大　 (2) 49.40 関内　　瑛　 (2) 49.43 大里　卓巳　 (2) 49.44 角田　　裕　 (2) 49.97 板垣　杏平　 (2) 51.13

山　形･山形東 岩　手･花巻東 宮　城･古川工 福　島･平工 福　島･磐城桜が丘 秋　田･大館国際情報 宮　城･東北 宮　城･柴田

28日 ８００ｍ 大衡　真基　 (2)  1:54.48 斎藤　鉄樹　 (2)  1:54.98 大里　卓巳　 (2)  1:55.36 若松　　駿　 (2)  1:55.67 増田　優太　 (2)  1:56.09 佐藤　　渉　 (1)  1:56.18 渡部　大輝　 (2)  1:56.27 菅野　彰人　 (2)  1:56.66

岩　手･専修大北上　　　NGR 秋　田･大館工 秋　田･大館国際情報 福　島･磐城桜が丘 福　島･会津農林 秋　田･秋田商 福　島･会津 山　形･東海大山形

26日 １５００ｍ 齋藤　真也　 (2)  3:56.13 大谷　宗平　 (2)  4:00.06 渡部　大輝　 (2)  4:00.71 池田　紀保　 (2)  4:03.36 昆野　尚人　 (2)  4:03.60 蛯沢　　奎　 (2)  4:03.89 佐藤　雄大　 (2)  4:04.32 佐藤　　渉　 (1)  4:04.66

山　形･山形中央 岩　手･盛岡四 福　島･会津 宮　城･明成 岩　手･一関学院 青　森･光星学院 福　島･浪江 秋　田･秋田商

27日 ５０００ｍ 齋藤　真也　 (2) 14:44.38 村越　直希　 (2) 14:46.45 大下　稔樹　 (2) 14:46.83 服部　勇馬　 (1) 14:52.36 佐藤　雄大　 (2) 14:52.83 伊藤　　謙　 (2) 14:57.09 若林　光男　 (1) 14:57.74 柳原　貴大　 (2) 14:59.49

山　形･山形中央 福　島･田村 青　森･光星学院 宮　城･仙台育英 福　島･浪江 秋　田･秋田中央 福　島･田村 福　島･会津学鳳

28日 １１０ｍＨ(H=1.067m) 増戸　俊太朗 (2) 14.85 齋藤　陽平　 (2) 14.89 川口　逸人　 (2) 14.98 小松　龍之介 (2) 15.16 菅原　生人　 (2) 15.17 大高　智人　 (2) 15.38 田ノ岡　祥　 (2) 15.46 村山　英史　 (2) 15.91

風:+1.4 岩　手･盛岡一 秋　田･大曲 宮　城･富谷 山　形･上山明新館 福　島･日大東北 秋　田･国学館 岩　手･盛岡南 宮　城･東北

27日 ４００ｍＨ 千葉　優人　 (2) 53.15 齋藤　陽平　 (2) 54.49 鴻巣　敬太　 (2) 54.97 齋藤　凌介　 (2) 55.02 小松　龍之介 (2) 55.16 大日向　巧伍 (2) 55.71 稲川　暁大　 (2) 55.78 田中　　諒　 (2) 56.28

(H=0.914m) 山　形･山形東 NGR 秋　田･大曲 福　島･喜多方東 青　森･青森東 山　形･上山明新館 秋　田･横手清陵学院 福　島･福島商 青　森･青森東

28日 ３０００ｍＳＣ 加瀬　茂樹　 (2)  9:15.87 照井　翔太　 (2)  9:21.04 古賀　稔彦　 (2)  9:35.93 長岐　政伸　 (2)  9:36.11 武藤　健太　 (1)  9:36.14 竹嶋　翔平　 (2)  9:37.17 立花　克広　 (1)  9:41.46 藤代　竣介　 (2)  9:41.48

福　島･田村 岩　手･専修大北上 岩　手･一関学院 秋　田･横手清陵学院 福　島･田村 青　森･弘前実 福　島･いわき総合 岩　手･盛岡一

28日 ５０００ｍＷ 高橋　英輝　 (2) 21:58.31 渡邊　大輔　 (2) 22:50.78 小原　隆仁　 (2) 23:11.38 高橋　　剛　 (1) 23:14.29 菅井　拓人　 (2) 23:43.15 横橋　崇平　 (2) 23:48.86 峯岸　晃大　 (2) 24:06.06 吉田　充芳　 (2) 24:11.13

岩　手･花巻北 NGR 宮　城･利府 岩　手･花巻北 秋　田･横手 山　形･東海大山形 宮　城･聖和学園 福　島･郡山 福　島･小高工

27日 ４×１００ｍ 盛岡南･岩　手 42.29 釜石･岩　手 42.38 大湊･青　森 42.47 東北･宮　城 42.49 勿来工･福　島 42.56 古川工･宮　城 42.58 弘前実･青　森 43.26 青森東･青　森 43.45

   菅原　拓也　 (1)    紺野　　亨　 (2)    溝江　大翔　 (1)    植田　裕斗　 (2)    白田　昇竜　 (2)    早坂　祐哉　 (1)    佐々木　宏介 (1)    藤田　智哉　 (2)

   浦部　恭平　 (1)    小林　大亮　 (2)    布施　勇気　 (2)    府川　侑樹　 (2)    遠藤　翔矢　 (1)    武田　宗敏　 (1)    成田　幸生　 (2)    太田　勇輔　 (2)

   但馬　尚樹　 (1)    佐々木　駿汰 (2)    関　　卓哉　 (1)    村山　英史　 (2)    佐藤　伸也　 (1)    森　　　均　 (2)    工藤　丈裕　 (1)    齋藤　凌介　 (2)

   田ノ岡　祥　 (2)    松村　将壽　 (1)    松本　凌太　 (2)    角田　　裕　 (2)    今野　正和　 (2)    高橋　侑大　 (2)    堀川　純也　 (1)    田中　　諒　 (2)

28日 ４×４００ｍ 平工･福　島  3:22.69 東北･宮　城  3:23.13 増田･秋　田  3:23.74 福島商･福　島  3:24.19 柴田･宮　城  3:24.97 磐城桜が丘･福　島  3:25.09 東北学院･宮　城  3:25.56 九里学園･山　形  3:25.81

   田原　　晃　 (1)    南城　和輝　 (1)    佐藤　光司　 (1)    菅野　諒祐　 (2)    我妻　俊和　 (1)    北郷　浩気　 (2)    松本　一晟　 (1)    島貫　大貴　 (1)

   田口　雄大　 (2)    角田　　裕　 (2)    石川　健吾　 (2)    安斎　　圭　 (2)    猪狩　空也　 (2)    渡辺　裕人　 (1)    山口　翔太　 (1)    遠藤　諒人　 (2)

   大森　敏也　 (2)    府川　侑樹　 (2)    佐藤　宏樹　 (2)    新村　　諒　 (2)    板垣　杏平　 (2)    関内　　瑛　 (2)    佐藤　陽紀　 (2)    相馬　彪士　 (1)

   橫村　祐樹　 (1)    村山　英史　 (2)    小松　駿太　 (2)    稲川　暁大　 (2)    後藤　貴博　 (2)    若松　　駿　 (2)    清水　　充　 (2)    齋藤　和磨　 (2)

27日 走高跳 菅原　敬弥　 (2) 2m02 村岡　健也　 (1) 1m99 鎌田　直樹　 (2) 1m93 高橋　　拳　 (2) 1m93 澤田　優也　 (2) 1m90 吉田　太樹　 (2) 1m90 山田　健太郎 (2) 1m84

秋　田･秋田西 山　形･楯岡 宮　城･登米 秋　田･増田 青　森･五所川原工 宮　城･気仙沼 青　森･弘前

東海林　嘉樹 (2)

秋　田･増田

27日 棒高跳 佐々木　孝行 (2) 4m50 小松田　一穂 (1) 4m40 柴田　恭平　 (2) 4m40 後藤　瑞樹　 (1) 4m20 熊谷　早葉良 (2) 4m00 秋元　貴智　 (1) 4m00 小室　翔太　 (2) 4m00 鈴木　　力　 (2) 3m90

宮　城･志津川 秋　田･秋田 山　形･楯岡 岩　手･黒沢尻工 岩　手･盛岡南 福　島･福島成蹊 宮　城･富谷 福　島･平工

26日 走幅跳 千田　大貴　 (2)   6m96 三上　直之　 (2)   6m95 髙橋　和樹　 (2)   6m78 松村　将壽　 (1)   6m62 髙橋　千里　 (2)   6m58 大高　智人　 (2)   6m55 久保田　雄太 (1)   6m54 大村　康太　 (2)   6m52

岩　手･釜石 +1.1 青　森･弘前 +2.5 山　形･山形中央 +1.8 岩　手･釜石 +1.1 山　形･鶴岡工 +1.9 秋　田･国学館 +1.6 福　島･平工 +2.4 青　森･八戸 +1.4

28日 三段跳 松村　将壽　 (1)  14m22 藤嶋　裕介　 (2)  14m21 三上　直之　 (2)  13m89 上濱　雄大　 (2)  13m70 工藤　健太　 (2)  13m70 勝俣　一輝　 (2)  13m47 遠藤　　豊　 (2)  13m21 石川　真也　 (1)  13m20

岩　手･釜石 +0.6 秋　田･鷹巣 +1.1 青　森･弘前 +0.6 岩　手･盛岡中央 +0.7 宮　城･仙台二 +1.4 宮　城･仙台三 +0.9 岩　手･盛岡商 +1.2 福　島･双葉 +1.5

28日 砲丸投 佐々木　和美 (1)  15m11 米沢　茂友樹 (2)  14m49 松原　悠平　 (2)  14m24 佐藤　征平　 (2)  14m02 伊藤　　悟　 (2)  13m60 鈴木　駿介　 (2)  13m46 吉田　晴也　 (2)  13m08 安保　建吾　 (1)  13m08

(W=6.000kg) 宮　城･仙台工 岩　手･福岡 青　森･大間 岩　手･高田 山　形･山形中央 福　島･日大東北 福　島･磐城 秋　田･花輪

27日 円盤投 米沢　茂友樹 (2)  42m80 吉田　晴也　 (2)  40m18 神　　大貴　 (2)  39m77 佐々木　和美 (1)  39m74 鈴木　勝輝　 (2)  38m23 中坂　大樹　 (1)  37m23 関　　大地　 (2)  35m78 高橋　広海　 (2)  35m77

(W=1.750kg) 岩　手･福岡 福　島･磐城 青　森･木造 宮　城･仙台工 秋　田･能代商 宮　城･明成 秋　田･横手清陵学院 山　形･米沢中央

26日 ハンマー投 鈴木　勝輝　 (2)  52m63 菅野　輝貴　 (2)  52m04 高橋　広海　 (2)  50m85 三浦　晃輝　 (2)  47m78 成田　儀幸　 (2)  46m88 小笠原　和憲 (2)  46m73 武藤　　仁　 (2)  46m54 近藤　　譲　 (2)  46m14

(W=6.000kg) 秋　田･能代商 岩　手･水沢一 山　形･米沢中央 青　森･青森北 秋　田･花輪 青　森･野辺地 福　島･安達東 秋　田･能代商

26日 やり投 白石　　真　 (2)  58m20 佐藤　雄康　 (2)  57m93 佐藤　征平　 (2)  55m94 加藤　拓也　 (2)  53m68 岩井川　界　 (2)  52m79 粟野　優久路 (2)  52m52 成田　祥也　 (1)  52m37 一ノ関　晴輝 (2)  51m56

宮　城･仙台二 山　形･山形中央 岩　手･高田 秋　田･横手 宮　城･東北 山　形･山形南 青　森･弘前実 秋　田･金足農

八種競技 石戸谷　優　 (2)  4836 右谷　直人　 (2)  4757 金田　朗大　 (2)  4750 岩井　健史　 (2)  4652 加藤　拓也　 (2)  4642 川田　泰紀　 (2)  4538 東井　大明　 (1)  4510 千田　祥平　 (1)  4412

青　森･大湊 秋　田･新屋 宮　城･仙台一 岩　手･盛岡南 秋　田･横手 山　形･山形工 岩　手･盛岡南 青　森･木造

27日  100m-走幅跳 (675)11.88/+0.5-(552)5m84/+0.0 (759)11.47/+0.9-(632)6m21/-0.1 (757)11.48/+0.6-(613)6m12/+1.2 (715)11.68/+0.5-(567)5m91/+0.1 (681)11.85/+0.5-(650)6m29/+2.2 (780)11.37/+0.9-(550)5m83/+0.2 (717)11.67/+0.9-(540)5m78/-0.4 (697)11.77/+0.6-(535)5m76/+2.9

 砲丸投-400m (511)10m42-(677)53.11 (446)9m34-(703)52.50 (491)10m09-(699)52.59 (391)8m42-(719)52.14 (481)9m92-(578)55.51 (516)10m50-(745)51.53 (463)9m62-(619)54.49 (416)8m84-(668)53.31

28日  110mH-やり投 (668)16.59/-1.5-(473)42m13 (663)16.63/-1.5-(412)37m90 (620)17.04/+0.1-(461)41m31 (583)17.40/-1.5-(455)40m92 (632)16.93/+0.1-(586)49m80 (364)19.82/-1.5-(395)36m73 (615)17.09/-1.7-(363)34m49 (432)19.01/+0.1-(542)46m87

 走高跳-1500m (636)1m81-(644)4:45.86 (585)1m75-(557)5:00.56 (512)1m66-(597)4:53.67 (560)1m72-(662)4:42.90 (560)1m72-(474)5:15.51 (536)1m69-(652)4:44.54 (560)1m72-(633)4:47.57 (512)1m66-(610)4:51.41
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第１４回 東北高等学校新人陸上競技選手権大会 決勝一覧表

平成21年9月26日(土)～28日(月)

ＮＤソフトスタジアム山形

性別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

27日 １００ｍ 小川　梨花　 (2) 12.48 山下　愛美　 (2) 12.49 下澤田　優衣 (1) 12.57 堀内　沙紀　 (2) 12.59 高橋　美咲　 (1) 12.67 石岡　未来　 (1) 12.82 赤坂　美奈　 (2) 12.91 古里　彩加　 (2) 13.01

風:-1.3 宮　城･常盤木学園 青　森･弘前実 岩　手･盛岡市立 福　島･小高工 山　形･上山明新館 秋　田･秋田商 岩　手･北上翔南 岩　手･宮古

28日 ２００ｍ 堀内　沙紀　 (2) 24.95 佐藤　　望　 (2) 25.03 小川　梨花　 (2) 25.14 山下　愛美　 (2) 25.26 齋藤　衿香　 (2) 25.45 佐々木　歩佳 (1) 25.50 高橋　美咲　 (1) 25.60 工藤　衣里　 (2) 25.91

風:+0.8 福　島･小高工 宮　城･東北 宮　城･常盤木学園 青　森･弘前実 福　島･会津学鳳 秋　田･横手清陵学院 山　形･上山明新館 秋　田･秋田商

26日 ４００ｍ 平塚　夢乃　 (2) 55.69 佐藤　　望　 (2) 55.81 齋藤　衿香　 (2) 56.85 赤坂　美奈　 (2) 57.48 松川　明里　 (2) 57.86 佐々木　歩佳 (1) 58.04 鎌田　三夢　 (2) 58.45 臼澤　友美　 (2) 58.60

秋　田･秋田中央 宮　城･東北 福　島･会津学鳳 岩　手･北上翔南 宮　城･石巻 秋　田･横手清陵学院 宮　城･利府 岩　手･釜石

28日 ８００ｍ 細田　友里絵 (2)  2:14.48 池田　理紗　 (2)  2:17.52 佐藤　浩華　 (1)  2:18.11 鈴木　　栞　 (1)  2:18.23 原田　真衣　 (2)  2:18.78 原田　初美　 (2)  2:18.88 小池　彩加　 (1)  2:22.72 山口　すずか (2)  2:23.17

岩　手･盛岡四 山　形･酒田東 山　形･山形城北 山　形･山形城北 宮　城･石巻 山　形･山形北 宮　城･聖和学園 秋　田･大館桂

26日 １５００ｍ ｼﾞｪｰﾝ ﾜﾝｼﾞｬ　(1)  4:23.24 尾﨑　梨乃　 (2)  4:33.46 鈴木　千香子 (2)  4:35.07 遠藤　菜央　 (2)  4:38.62 千秋　　恵　 (2)  4:41.06 松山莉々華　 (2)  4:41.18 熊谷　のどか (2)  4:48.68 佐藤　　藍　 (2)  4:49.39

青　森･青森山田 NGR 青　森･青森山田 NGR 福　島･学法石川 福　島･学法石川 青　森･三沢 青　森･光星学院 秋　田･秋田南 岩　手･盛岡女

27日 ３０００ｍ ｼﾞｪｰﾝ ﾜﾝｼﾞｬ　(1)  9:35.71 尾﨑　梨乃　 (2)  9:51.14 菊地　美希　 (2)  9:54.51 遠藤　菜央　 (2) 10:00.49 井上　まどか (2) 10:01.90 鈴木　千香子 (2) 10:04.41 千秋　　恵　 (2) 10:06.53 堀口　観奈　 (2) 10:06.75

青　森･青森山田 青　森･青森山田 福　島･田村 福　島･学法石川 山　形･山形城北 福　島･学法石川 青　森･三沢 岩　手･盛岡女

26日 １００ｍＨ(H=0.840m) 浅井　智佐　 (2) 14.24 河田　　萌　 (2) 14.64 木戸　晴生　 (2) 14.69 大内　春奈　 (2) 14.73 高橋　さとみ (2) 14.88 谷口　祥子　 (2) 15.01 手代木　郁実 (2) 15.34 米田　真理　 (2) 15.60

風:+2.0 山　形･九里学園 NGR 秋　田･秋田中央 宮　城･宮城三女 宮　城･仙台南 岩　手･盛岡四 宮　城･聖和学園 福　島･若松商 秋　田･秋田商

27日 ４００ｍＨ 大内　春奈　 (2)  1:02.26 浅井　智佐　 (2)  1:03.14 中泉　琴乃　 (2)  1:04.15 清野　文翔　 (2)  1:04.26 大柄　千波　 (2)  1:04.33 増田　里子　 (2)  1:04.41 木戸　晴生　 (2)  1:04.48 阿部　綾香　 (1)  1:06.16

(H=0.762m) 宮　城･仙台南 山　形･九里学園 秋　田･秋田 山　形･上山明新館 秋　田･秋田和洋女子 宮　城･角田 宮　城･宮城三女 岩　手･北上翔南

26日 ３０００ｍＷ 竹ヶ原　一恵 (1) 14:42.53 廣谷　　望　 (2) 14:44.67 小野　莉沙　 (1) 14:52.72 中川　文花　 (2) 14:53.59 真壁　里美　 (2) 14:58.51 佐藤　綾美　 (2) 15:05.15 廣田　美和　 (2) 15:16.97 名須川　美聡 (2) 15:27.13

青　森･青森山田 山　形･上山明新館 青　森･青森山田 岩　手･北上翔南 宮　城･柴田 岩　手･花巻北 青　森･黒石 岩　手･黒沢尻北

27日 ４×１００ｍ 秋田商･秋　田 48.23 郡山東･福　島 48.24 東北･宮　城 48.51 利府･宮　城 48.57 九里学園･山　形 48.75 宮城三女･宮　城 49.08 盛岡女･岩　手 49.62 常盤木学園･宮　城    49.70

   登藤　歩美　 (2)    江戸　かすみ (2)    菅原　ほたる (2)    鎌田　三夢　 (2)    外山　佳奈　 (1)    佐々木　愛莉 (1)    水賀美　志保 (2)    半澤　あやか (1)

   工藤　衣里　 (2)    江戸　かなみ (2)    佐藤　　望　 (2)    洞口　美香　 (2)    浅井　智佐　 (2)    半澤　夕菜　 (2)    佐藤　千恵　 (1)    小川　梨花　 (2)

   米田　真理　 (2)    阿部　利沙子 (1)    佐藤　萌実　 (2)    高橋　千里　 (2)    佐藤　　愛　 (1)    木戸　晴生　 (2)    柴田　幸恵　 (2)    鈴木　綾奈　 (1)

   石岡　未来　 (1)    六角　美紅　 (2)    本郷　佳奈美 (2)    二宮　彩瑞　 (2)    柿崎　美里　 (2)    佐藤　陽奈子 (1)    三田地　彩　 (2)    須藤　　優　 (2)

28日 ４×４００ｍ 東北･宮　城  3:57.83 弘前実･青　森  3:58.21 利府･宮　城  3:58.60 九里学園･山　形  3:59.52 石巻･宮　城  3:59.58 北上翔南･岩　手  4:00.13 盛岡女･岩　手  4:03.02 木造･青　森  4:16.48

   本郷　佳奈美 (2)    石郷　愛弓　 (2)    鎌田　三夢　 (2)    長谷川　智子 (1)    津田　奈津樹 (1)    大橋　智実　 (2)    佐藤　千恵　 (1)    佐々木夕稀乃 (2)

   菅原　ほたる (2)    山下　愛美　 (2)    洞口　美香　 (2)    浅井　智佐　 (2)    松川　明里　 (2)    阿部　綾香　 (1)    大坪　藤夏　 (1)    新谷　真代　 (2)

   佐藤　萌実　 (2)    佐々木　結　 (2)    佐藤　由里亜 (1)    山口　怜佳　 (2)    伊藤　百花　 (2)    大林　麻祐　 (1)    柴田　幸恵　 (2)    秋元　彩花　 (2)

   佐藤　　望　 (2)    木村　綾花　 (2)    高橋　千里　 (2)    柿崎　美里　 (2)    原田　真衣　 (2)    赤坂　美奈　 (2)    三田地　彩　 (2)    大田　晴香　 (1)

28日 走高跳 山平　紗代　 (2) 1m63 阿部　奈生　 (2) 1m60 佐竹　実希　 (1) 1m60 目黒　亜弥　 (2) 1m57 遠藤　未久　 (2) 1m54 本間　千鶴　 (2) 1m54

福　島･磐城 山　形･上山明新館 岩　手･黒沢尻北 秋　田･新屋 宮　城･利府 山　形･酒田東

清水　佐織　 (2)

福　島･原町

高橋　怜花　 (1)

宮　城･東北

26日 走幅跳 五十嵐　麻央 (2)   5m90 木村　綾花　 (2)   5m60 関口　紗也佳 (2)   5m35 小野　静里香 (2)   5m33 長谷川　絵美 (2)   5m32 山田　　怜　 (1)   5m28 細谷　昌来　 (2)   5m22 三沢　綾女　 (2)   5m12

福　島･会津学鳳 +1.9  NGR 青　森･弘前実 +3.1 秋　田･大館国際情報  +2.3 秋　田･羽後 +2.7 福　島･橘 +2.7 秋　田･秋田和洋女子  +1.8 山　形･山形西 +0.3 岩　手･盛岡一 +2.3

26日 砲丸投 奥泉　　舞　 (2)  12m41 野田　琴海　 (2)  11m53 山形　真由佳 (1)  11m52 濱山　侑香　 (2)  11m21 佐藤　瑞樹　 (1)  10m86 池田　惟夏　 (2)  10m84 坂本　千夏　 (2)  10m77 鈴木　麻紀恵 (2)  10m71

(W=4.000kg) 山　形･鶴岡中央 福　島･保原 青　森･黒石商 青　森･木造 秋　田･花輪 宮　城･宮城二女 秋　田･横手 秋　田･花輪

27日 円盤投 奥泉　　舞　 (2)  36m03 矢作　莉奈　 (1)  35m42 岡崎　一葉　 (2)  33m74 佐藤　志帆　 (1)  32m79 坂本　千夏　 (2)  32m33 大畑　富美子 (2)  31m05 高橋　ゆう　 (2)  30m89 坂井　　祥　 (2)  30m78

(W=1.000kg) 山　形･鶴岡中央 山　形･楯岡 山　形･山形北 岩　手･水沢一 秋　田･横手 秋　田･花輪 宮　城･南郷 青　森･大湊

28日 やり投 菅原　由香　 (1)  42m20 小山　美恵　 (2)  41m47 阿部　祐希　 (2)  41m21 虻川　真紀　 (2)  39m82 鍵和田　彩香 (2)  38m91 平山　佳奈　 (2)  38m11 岩佐　めぐみ (2)  37m61 青野　早奈枝 (2)  36m79

山　形･鶴岡中央 岩　手･千厩 山　形･鶴岡北 秋　田･大館鳳鳴 福　島･福島商 宮　城･仙台東 宮　城･仙台西 山　形･楯岡

七種競技 遠藤　紗耶香 (2)  4036 荻原　佑梨　 (1)  3817 遠藤　未久　 (2)  3805 瀨脇　ひかり (1)  3698 柳　　聖美　 (1)  3685 嘉藤　優菜　 (1)  3602 渡邉　侑子　 (2)  3575 石川　友貴　 (2)  3546

山　形･九里学園 青　森･青森北 宮　城･利府 福　島･磐城桜が丘 宮　城･東北学院榴岡 秋　田･秋田商 岩　手･黒沢尻北 秋　田･西目

26日  100mH-走高跳 (788)15.41/+0.9-(701)1m57 (697)16.14/+0.9-(566)1m45 (591)17.05/+1.7-(632)1m51 (496)17.93/+1.3-(599)1m48 (665)16.41/+0.9-(566)1m45 (510)17.79/+1.7-(566)1m45 (591)17.05/+1.3-(534)1m42 (525)17.65/+1.3-(439)1m33

 砲丸投-200m (449)8m77-(600)28.39/+2.0 (458)8m90-(711)27.01/+2.2 (403)8m05-(621)28.13/+3.1 (304)6m52-(713)26.98/+3.1 (365)7m47-(668)27.53/+2.2 (331)6m94-(742)26.64/+2.2 (432)8m50-(607)28.30/+2.0 (273)6m02-(718)26.92/+3.1

27日  走幅跳-やり投 (532)4m90/+0.7-(440)28m07 (466)4m65/+0.1-(422)27m11 (527)4m88/+1.6-(488)30m62 (546)4m95/+0.1-(358)23m68 (530)4m89/+2.5-(329)22m18 (514)4m83/+1.0-(279)19m48 (461)4m63/+0.9-(419)26m95 (477)4m69/+2.0-(381)24m95

 800m (526)2:44.20 (497)2:46.79 (543)2:42.62 (682)2:30.87 (562)2:40.94 (660)2:32.67 (531)2:43.76 (733)2:26.81
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男子   １００ｍ 予　選(3-2+2)        9月27日 10:30
決　勝               9月27日 14:10

日本高校記録 (HR)　　10.24　高橋　和裕　(添上･奈良)　　　1994
大 会 記 録　(GR)　　10.76　梶　　将徳　(白河旭･福島)　　2007

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.0 1組

  1   5  200 小林　大亮　 (2) 岩　手･釜石         10.95 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ     

  2   8  463 齋藤　和磨　 (2) 山　形･九里学園     11.02 Q
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ       

  3   4   19 葛西　俊也　 (1) 青　森･青森北       11.02 q
ｶｻｲ ﾄｼﾔ         

  4   3  175 浦部　恭平　 (1) 岩　手･盛岡南       11.07 q
ｳﾗﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ      

  5   7  386 冨岡　真吾　 (2) 秋　田･大曲         11.19
ﾄﾐｵｶ ｼﾝｺﾞ       

  6   2   66 松本　凌太　 (2) 青　森･大湊         11.23
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀ       

  7   6  248 府川　侑樹　 (2) 宮　城･東北         11.28
ﾌｶﾜ ﾕｳｷ         

  8   9  564 今野　正和　 (2) 福　島･勿来工       11.38
ｺﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5 2組

  1   5  348 藤嶋　裕介　 (2) 秋　田･鷹巣         10.99 Q
ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ      

  2   7  551 星　　智文　 (2) 福　島･会津学鳳     11.00 Q
ﾎｼ ﾄｼﾌﾐ         

  3   8   60 澁谷　直寿　 (1) 青　森･木造         11.07 q
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅｵﾋｻ      

  4   6  415 武田　貴大　 (2) 山　形･山形南       11.11
ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ       

  5   4  280 亀山　響平　 (2) 宮　城･石巻商       11.15
ｶﾒﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ      

  6   2  261 高橋　広輔　 (2) 宮　城･柴田         11.21
ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ       

  7   9  105 佐々木　博人 (2) 岩　手･花巻東       11.31
ｻｻｷ ﾋﾛﾄ         

  8   3  319 佐々木　佳美 (2) 秋　田･男鹿海洋     11.42
ｻｻｷ ﾖｼﾐ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2 3組

  1   4  462 遠藤　諒人　 (2) 山　形･九里学園     11.02 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ       

  2   5  507 安斎　　圭　 (2) 福　島･福島商       11.18 Q
ｱﾝｻﾞｲ ｹｲ        

  3   6   47 髙畑　裕紀　 (2) 青　森･八戸高専     11.32
ﾀｶﾊﾀ ﾋﾛｷ        

  4   3  518 岡部　憲知　 (2) 福　島･日大東北     11.39
ｵｶﾍﾞ ｱｷﾄｼ       

  5   7  128 菅原　元樹　 (2) 岩　手･岩谷堂       11.39
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾞﾝｷ      

  6   9  326 三浦　圭悟　 (2) 秋　田･本荘         11.43
ﾐｳﾗ ｹｲｺﾞ        

  7   8  223 遠藤　隆人　 (2) 宮　城･利府         11.44
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾄ      

  8   2  470 遠藤　優希　 (1) 山　形･米沢中央     11.48
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ       

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.6

  1   6  462 遠藤　諒人　 (2) 山　形･九里学園     10.99
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ       

  2   7  200 小林　大亮　 (2) 岩　手･釜石         11.08
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ     

  3   4  348 藤嶋　裕介　 (2) 秋　田･鷹巣         11.16
ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ      

  4   5  551 星　　智文　 (2) 福　島･会津学鳳     11.18
ﾎｼ ﾄｼﾌﾐ         

  5   9  463 齋藤　和磨　 (2) 山　形･九里学園     11.23
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ       

  6   2   60 澁谷　直寿　 (1) 青　森･木造         11.30
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅｵﾋｻ      

  7   3   19 葛西　俊也　 (1) 青　森･青森北       11.33
ｶｻｲ ﾄｼﾔ         

  7   8  507 安斎　　圭　 (2) 福　島･福島商       11.33
ｱﾝｻﾞｲ ｹｲ        

  9   1  175 浦部　恭平　 (1) 岩　手･盛岡南       11.46
ｳﾗﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ      



 6

男子   ２００ｍ 予　選(3-2+2)        9月28日 11:00
決　勝               9月28日 13:00

日本高校記録 (HR)　　20.57　高橋　和裕　(添上･奈良)　　　1994
大 会 記 録　(GR)　　21.65　田嶋　和也　(白河旭･福島)　　2007

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.1 1組

  1   7  415 武田　貴大　 (2) 山　形･山形南       22.34 Q
ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ       

  2   5  280 亀山　響平　 (2) 宮　城･石巻商       22.50 Q
ｶﾒﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ      

  3   9   67 関　　卓哉　 (1) 青　森･大湊         22.57 q
ｾｷ ﾀｸﾔ          

  4   4  173 菅原　拓也　 (1) 岩　手･盛岡南       22.67
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ       

  5   2  200 小林　大亮　 (2) 岩　手･釜石         22.77
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ     

  6   8  564 今野　正和　 (2) 福　島･勿来工       22.80
ｺﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ       

  7   6  371 照井　達也　 (2) 秋　田･横手清陵学    23.03
ﾃﾙｲ ﾀﾂﾔ         

  8   3  261 高橋　広輔　 (2) 宮　城･柴田         23.12
ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.9 2組

  1   5  462 遠藤　諒人　 (2) 山　形･九里学園     22.42 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ       

  2   6  551 星　　智文　 (2) 福　島･会津学鳳     22.45 Q
ﾎｼ ﾄｼﾌﾐ         

  3   9  285 高橋　侑大　 (2) 宮　城･古川工       22.53 q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ      

  4   4  386 冨岡　真吾　 (2) 秋　田･大曲         22.87
ﾄﾐｵｶ ｼﾝｺﾞ       

  5   2  303 江口　大介　 (1) 秋　田･秋田         23.03
ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ      

  6   3  477 秋野　忠彦　 (2) 山　形･鶴岡中央     23.16
ｱｷﾉ ﾀﾀﾞﾋｺ       

  7   47 髙畑　裕紀　 (2) 青　森･八戸高専  DNS 
ﾀｶﾊﾀ ﾋﾛｷ        

  8  175 浦部　恭平　 (1) 岩　手･盛岡南    DNS 
ｳﾗﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7 3組

  1   5   60 澁谷　直寿　 (1) 青　森･木造         22.44 Q
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅｵﾋｻ      

  2   7  248 府川　侑樹　 (2) 宮　城･東北         22.57 Q
ﾌｶﾜ ﾕｳｷ         

  3   4  573 関内　　瑛　 (2) 福　島･磐城桜が丘    22.65
ｾｷｳﾁ ｱｷﾗ        

  4   3   37 堀川　純也　 (1) 青　森･弘前実       22.67
ﾎﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ      

  5   6  174 但馬　尚樹　 (1) 岩　手･盛岡南       22.78
ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ        

  6   8  338 虻川　　聖　 (2) 秋　田･大館国際情    23.04
ｱﾌﾞｶﾜ ｼｮｳ       

  7   2  528 小山　裕樹　 (2) 福　島･安積黎明     23.04
ｵﾔﾏ ﾕｳｷ         

  8   9  470 遠藤　優希　 (1) 山　形･米沢中央     23.14
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ       

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   7  462 遠藤　諒人　 (2) 山　形･九里学園     22.05
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ       

  2   4  415 武田　貴大　 (2) 山　形･山形南       22.07
ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ       

  3   6  551 星　　智文　 (2) 福　島･会津学鳳     22.24
ﾎｼ ﾄｼﾌﾐ         

  4   5   60 澁谷　直寿　 (1) 青　森･木造         22.27
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅｵﾋｻ      

  5   8  248 府川　侑樹　 (2) 宮　城･東北         22.29
ﾌｶﾜ ﾕｳｷ         

  6   3  285 高橋　侑大　 (2) 宮　城･古川工       22.33
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ      

  7   9  280 亀山　響平　 (2) 宮　城･石巻商       22.37
ｶﾒﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ      

  8   2   67 関　　卓哉　 (1) 青　森･大湊         22.68
ｾｷ ﾀｸﾔ          

凡例: DNS:欠    場



 7

男子   ４００ｍ 予　選(3-2+2)        9月26日 11:50
決　勝               9月26日 13:40

日本高校記録 (HR)　　45.47　金丸　祐三　(大阪･大阪)　　　2005
大 会 記 録　(GR)　　47.97　佐藤慧太郎　(青森北･青森)　　2007

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   4  285 高橋　侑大　 (2) 宮　城･古川工         49.37 Q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ      

  2   5  339 大里　卓巳　 (2) 秋　田･大館国際情報    49.41 Q
ｵｵｻﾄ ﾀｸﾐ        

  3   2  279 平塚　祐介　 (1) 宮　城･石巻好文館     50.84
ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ       

  4   3  382 小松　駿太　 (2) 秋　田･増田           51.29
ｺﾏﾂ ｼｭﾝﾀ        

  5   9  101 千田　友輝　 (2) 岩　手･一関一         52.06
ﾁﾀﾞ ﾕｳｷ         

  6   6  460 片桐　史登　 (2) 山　形･新庄南         52.26
ｶﾀｷﾞﾘ ﾌﾐﾄ       

  7   8   41 白戸　祐太　 (1) 青　森･弘前実         52.50
ｼﾛﾄ ﾕｳﾀ         

  7  530 鈴木　雄大　 (2) 福　島･白河実      DNS 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   4  404 千葉　優人　 (2) 山　形･山形東         49.52 Q
ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ         

  2   5  580 田口　雄大　 (2) 福　島･平工           49.74 Q
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ        

  3   8  247 角田　　裕　 (2) 宮　城･東北           49.92 q
ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳ         

  4   3  537 佐々木　恭平 (2) 福　島･岩瀬農         50.14
ｻｻｷ ｷｮｳﾍｲ       

  5   7  184 加賀　卓也　 (2) 岩　手･大東           50.78
ｶｶﾞ ﾀｸﾔ         

  6   9  307 加藤　　光　 (2) 秋　田･秋田中央       50.89
ｶﾄｳ ｺｳ          

  7   2  445 斎藤　勇希　 (2) 山　形･東海大山形     51.61
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ        

  8   6   17 石崎　雄大　 (2) 青　森･青森北         51.89
ｲｼｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ     

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   5  109 瀬川　貴文　 (1) 岩　手･花巻東         49.08 Q
ｾｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ       

  2   9  573 関内　　瑛　 (2) 福　島･磐城桜が丘     49.58 Q
ｾｷｳﾁ ｱｷﾗ        

  3   6  262 板垣　杏平　 (2) 宮　城･柴田           50.07 q
ｲﾀｶﾞｷ ｷｮｳﾍｲ     

  4   8  423 大沼　晃浩　 (2) 山　形･山形中央       50.70
ｵｵﾇﾏ ｱｷﾋﾛ       

  5   4   40 工藤　丈裕　 (1) 青　森･弘前実         50.93
ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ       

  6   7  349 佐藤　慧太　 (2) 秋　田･鷹巣           50.96
ｻﾄｳ ｹｲﾀ         

  7   3  129 上山　拓也　 (2) 岩　手･久慈           51.70
ｶﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ        

  8   2   30 古川　淳翔　 (1) 青　森･弘前中央       51.81
ｺｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾄ      

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   6  404 千葉　優人　 (2) 山　形･山形東         48.46

ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ         
  2   5  109 瀬川　貴文　 (1) 岩　手･花巻東         48.91

ｾｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ       
  3   7  285 高橋　侑大　 (2) 宮　城･古川工         49.29

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ      
  4   9  580 田口　雄大　 (2) 福　島･平工           49.40

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ        
  5   8  573 関内　　瑛　 (2) 福　島･磐城桜が丘     49.43

ｾｷｳﾁ ｱｷﾗ        
  6   4  339 大里　卓巳　 (2) 秋　田･大館国際情報    49.44

ｵｵｻﾄ ﾀｸﾐ        
  7   2  247 角田　　裕　 (2) 宮　城･東北           49.97

ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳ         
  8   3  262 板垣　杏平　 (2) 宮　城･柴田           51.13

ｲﾀｶﾞｷ ｷｮｳﾍｲ     

凡例: DNS:欠    場
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男子   ８００ｍ 予　選(3-2+2)        9月28日 10:20
決　勝               9月28日 13:30

日本高校記録 (HR)　　1:48.50　佐藤　清治　(佐久長聖･長野)　　1999
大 会 記 録　(GR)　　1:54.88　黒澤　　悠　(九里学園･山形)　　2006

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   4  343 斎藤　鉄樹　 (2) 秋　田･大館工     1:56.16 Q
ｻｲﾄｳ ﾃﾂｷ        

  2   6  557 増田　優太　 (2) 福　島･会津農林   1:56.62 Q
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ        

  3   5  445 斎藤　勇希　 (2) 山　形･東海大山形  1:57.00
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ        

  4   2  376 石川　健吾　 (2) 秋　田･増田       1:57.73
ｲｼｶﾜ ｹﾝｺﾞ       

  5   3  458 菊地　伸晃　 (2) 山　形･新庄北     1:57.99
ｷｸﾁ ﾉﾌﾞｱｷ       

  6   8  159 藤川　　蓮　 (2) 岩　手･盛岡四     1:58.10
ﾌｼﾞｶﾜ ﾚﾝ        

  7   9  220 澤村　　諒　 (1) 宮　城･仙台       2:05.05
ｻﾜﾑﾗ ﾘｮｳ        

  7   63 安田　洋平　 (2) 青　森･大湊      DNS 
ﾔｽﾀﾞ ﾖｳﾍｲ       

  400m

  組

予　選

 1

予　選

 2

予　選

 3

決　勝

  376

     55

  410

     57

   49

     55

  316

     57

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   4  571 若松　　駿　 (2) 福　島･磐城桜が丘  1:56.80 Q
ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ        

  2   8  316 佐藤　　渉　 (1) 秋　田･秋田商     1:56.93 Q
ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         

  3   9  410 石山　博一　 (2) 山　形･山形南     1:57.10
ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ      

  4   6  169 井上　佳太　 (2) 岩　手･盛岡南     1:58.24
ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ        

  5   7  225 舛田　侑也　 (2) 宮　城･利府       1:58.97
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ        

  6   2  532 作田　康輔　 (2) 福　島･田村       1:59.28
ｻｸﾀ ｺｳｽｹ        

  7   3   43 福井　翔太　 (1) 青　森･弘前実     1:59.75
ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ        

  8   5   51 蛯沢　　奎　 (2) 青　森･光星学院   1:59.80
ｴﾋﾞｻﾜ ｹｲ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   4  179 大衡　真基　 (2) 岩　手･専修大北上  1:54.53 Q NGR 
ｵｵﾋﾗ ﾏｻｷ        

  2   7  448 菅野　彰人　 (2) 山　形･東海大山形  1:55.30 Q
ｽｶﾞﾉ ｱｷﾄ        

  3   6  339 大里　卓巳　 (2) 秋　田･大館国際情  1:55.32 q
ｵｵｻﾄ ﾀｸﾐ        

  4   8  544 渡部　大輝　 (2) 福　島･会津       1:56.33 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ      

  5   5  276 一條　博海　 (2) 宮　城･角田       1:57.28
ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ     

  6   3  296 畠山　昌大　 (2) 宮　城･気仙沼西   2:00.65
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ      

  7   9   49 滝田　悦久　 (2) 青　森･八戸西     2:00.68
ﾀｷﾀ ﾖｼﾋｻ        

  8   2  176 因幡　祐真　 (1) 岩　手･盛岡南     2:03.84
ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾏ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7  179 大衡　真基　 (2) 岩　手･専修大北上  1:54.48 NGR 

ｵｵﾋﾗ ﾏｻｷ        
  2   5  343 斎藤　鉄樹　 (2) 秋　田･大館工     1:54.98

ｻｲﾄｳ ﾃﾂｷ        
  3   2  339 大里　卓巳　 (2) 秋　田･大館国際情  1:55.36

ｵｵｻﾄ ﾀｸﾐ        
  4   4  571 若松　　駿　 (2) 福　島･磐城桜が丘  1:55.67

ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ        
  5   8  557 増田　優太　 (2) 福　島･会津農林   1:56.09

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ        
  6   9  316 佐藤　　渉　 (1) 秋　田･秋田商     1:56.18

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         
  7   3  544 渡部　大輝　 (2) 福　島･会津       1:56.27

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ      
  8   6  448 菅野　彰人　 (2) 山　形･東海大山形  1:56.66

ｽｶﾞﾉ ｱｷﾄ        

凡例: DNS:欠    場／ NGR:大会新記録
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男子   １５００ｍ 予　選(2-4+4)        9月26日 11:09
決　勝               9月26日 14:30

日本高校記録 (HR)　　3:38.49　佐藤　清治　　　　(佐久長聖･長野)　　1999
大 会 記 録　(GR)　　3:49.67　サムエル・カビル　(仙台育英･宮城)　　2000

予　選(2組4着+4)

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   2  179 大衡　真基　 (2) 岩　手･専修大北上   4:01.80 Q
ｵｵﾋﾗ ﾏｻｷ        

  2   5  428 佐藤　　完　 (2) 山　形･山形中央     4:03.03 Q
ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ         

  3   3  244 池田　紀保　 (2) 宮　城･明成         4:03.47 Q
ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ       

  4   1   54 大下　稔樹　 (2) 青　森･光星学院     4:03.54 Q
ｵｵｼﾀ ﾄｼｷ        

  5   4  316 佐藤　　渉　 (1) 秋　田･秋田商       4:04.17 q
ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         

  6   6  595 佐藤　雄大　 (2) 福　島･浪江         4:05.80 q
ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ        

  7  11  102 昆野　尚人　 (2) 岩　手･一関学院     4:05.97 q
ｺﾝﾉ ﾅｵﾄ         

  8  12  267 市澤　隆希　 (2) 宮　城･柴田         4:06.97
ｲﾁｻﾜ ﾀｶｷ        

  9   7  344 小板橋　大史 (2) 秋　田･花輪         4:08.45
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛﾌﾐ     

 10   8  474 松元　　航　 (2) 山　形･米沢中央     4:12.13
ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ        

 11  10   82 川市　哲也　 (1) 青　森･三戸         4:20.21
ｶﾜｲﾁ ﾃﾂﾔ        

 12   9  558 神永　よしき (2) 福　島･いわき総合   4:22.16
ｶﾐﾅｶﾞ ﾖｼｷ       

  400m   800m  1200m 組

予　選
 1

予　選
 2

決　勝

  474

   1:06

  474

   2:11

  179

   3:16

  544

   1:06

  213

   2:14

  213

   3:21

  595

   1:03

  595

   2:09

  419

   3:13

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   2  419 齋藤　真也　 (2) 山　形･山形中央     4:04.62 Q
ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ        

  2   3  544 渡部　大輝　 (2) 福　島･会津         4:04.62 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ      

  3   5  158 大谷　宗平　 (2) 岩　手･盛岡四       4:04.74 Q
ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ      

  4   8  113 前野　雄輝　 (2) 岩　手･花巻北       4:05.15 Q
ﾏｴﾉ ﾕｳｷ         

  5   4   51 蛯沢　　奎　 (2) 青　森･光星学院     4:05.21 q
ｴﾋﾞｻﾜ ｹｲ        

  6   9  276 一條　博海　 (2) 宮　城･角田         4:05.99
ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ     

  7  11  427 木野　安騎史 (2) 山　形･山形中央     4:06.80
ｷﾉ ｱｷﾌﾐ         

  8   6  213 松本　龍晴　 (2) 宮　城･仙台三       4:08.14
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ      

  9  10  385 赤倉　峻也　 (2) 秋　田･大曲         4:08.64
ｱｶｸﾗ ｼｭﾝﾔ       

 10  12  554 関口　貴仁　 (2) 福　島･会津工       4:08.74
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾄ      

 11   7   29 野呂　勇介　 (2) 青　森･弘前         4:08.78
ﾉﾛ ﾕｳｽｹ         

  1  309 伊藤　　謙　 (2) 秋　田･秋田中央    DNS 
ｲﾄｳ ｹﾝ          

決　勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7  419 齋藤　真也　 (2) 山　形･山形中央     3:56.13

ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ        
  2  11  158 大谷　宗平　 (2) 岩　手･盛岡四       4:00.06

ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ      
  3   6  544 渡部　大輝　 (2) 福　島･会津         4:00.71

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ      
  4   4  244 池田　紀保　 (2) 宮　城･明成         4:03.36

ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ       
  5   8  102 昆野　尚人　 (2) 岩　手･一関学院     4:03.60

ｺﾝﾉ ﾅｵﾄ         
  6   1   51 蛯沢　　奎　 (2) 青　森･光星学院     4:03.89

ｴﾋﾞｻﾜ ｹｲ        
  7   2  595 佐藤　雄大　 (2) 福　島･浪江         4:04.32

ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ        
  8   3  316 佐藤　　渉　 (1) 秋　田･秋田商       4:04.66

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         
  9  10  113 前野　雄輝　 (2) 岩　手･花巻北       4:05.72

ﾏｴﾉ ﾕｳｷ         
 10  12   54 大下　稔樹　 (2) 青　森･光星学院     4:08.01

ｵｵｼﾀ ﾄｼｷ        
 11   9  179 大衡　真基　 (2) 岩　手･専修大北上   4:08.57

ｵｵﾋﾗ ﾏｻｷ        
 12   5  428 佐藤　　完　 (2) 山　形･山形中央     4:11.08

ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ         

凡例: DNS:欠    場
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男子   ５０００ｍ 決　勝               9月27日 12:20

日本高校記録 (HR)　　13:39.87　佐藤　秀和　(仙台育英･宮城)　　2004
大 会 記 録　(GR)　　14:18.18　今井　正人　(原町･福島)　　　　2001

決　勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   5  419 齋藤　真也　 (2) 山　形･山形中央  14:44.38

ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ        
  2   8  533 村越　直希　 (2) 福　島･田村      14:46.45

ﾑﾗｺｼ ﾅｵｷ        
  3   2   54 大下　稔樹　 (2) 青　森･光星学院  14:46.83

ｵｵｼﾀ ﾄｼｷ        
  4   3  243 服部　勇馬　 (1) 宮　城･仙台育英  14:52.36

ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾏ        
  5   4  595 佐藤　雄大　 (2) 福　島･浪江      14:52.83

ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ        
  6  13  309 伊藤　　謙　 (2) 秋　田･秋田中央  14:57.09

ｲﾄｳ ｹﾝ          
  7  16  535 若林　光男　 (1) 福　島･田村      14:57.74

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｵ      
  8  19  552 柳原　貴大　 (2) 福　島･会津学鳳  14:59.49

ﾔｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ      
  9  15  267 市澤　隆希　 (2) 宮　城･柴田      15:01.61

ｲﾁｻﾜ ﾀｶｷ        
 10   6  180 照井　翔太　 (2) 岩　手･専修大北上 15:05.62

ﾃﾙｲ ｼｮｳﾀ        
 11   7  344 小板橋　大史 (2) 秋　田･花輪      15:06.64

ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛﾌﾐ     
 12   9  490 今野　啓明　 (2) 山　形･酒田南    15:07.85

ｺﾝﾉ ｹｲﾒｲ        
 13   1  308 淀川　弦太　 (2) 秋　田･秋田中央  15:16.84

ﾖﾄﾞｶﾜ ｹﾞﾝﾀ      
 14  11  158 大谷　宗平　 (2) 岩　手･盛岡四    15:25.12

ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ      
 15  20  491 佐藤　　隼　 (2) 山　形･酒田南    15:38.46

ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ        
 16  22  181 坂本　　颯　 (2) 岩　手･大船渡    15:42.60

ｻｶﾓﾄ ｿｳ         
 17  10  206 天艸　　開　 (2) 宮　城･仙台三    15:43.13

ｱﾏｸｻ ﾋﾗｸ        
 18  17  153 藤代　竣介　 (2) 岩　手･盛岡一    15:49.17

ﾌｼﾞｼﾛ ｼｭﾝｽｹ     
 19  12   50 百鳥　光太　 (1) 青　森･光星学院  16:06.67

ﾓﾓﾄﾘ ｺｳﾀ        
 20  14  447 渡邉　哲也　 (2) 山　形･東海大山形 16:11.88

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ       
 21  21  388 佐々木　昂大 (1) 秋　田･大曲      16:13.26

ｻｻｷ ｺｳﾀﾞｲ       
 22  23   52 髙木　　廉　 (2) 青　森･光星学院  16:22.85

ﾀｶｷﾞ ﾚﾝ         
 23  18    1 武田　啓介　 (1) 青　森･青森      16:45.78

ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ       

 1000m  2000m  3000m  4000m 組

決　勝   308
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   5:52

  308

   8:56

  533

  12:00
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男子   １１０ｍＨ 予　選(3-2+2)        9月28日  9:46
決　勝               9月28日 12:20

日本高校記録 (HR)　　13.98　大橋　祐二　(浦和･埼玉)　　　2001
大 会 記 録　(GR)　　14.78　遠藤　正人　(仙台工･宮城)　　2007
ハードルの高さ　　　1.067m

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6 1組

  1   7  165 田ノ岡　祥　 (2) 岩　手･盛岡南       15.48 Q
ﾀﾉｵｶ ｼｮｳ        

  2   4  436 小松　龍之介 (2) 山　形･上山明新館    15.49 Q
ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ      

  3   9  318 大高　智人　 (2) 秋　田･国学館       15.50 q
ｵｵﾀｶ ﾄﾓﾋﾄ       

  4   5  516 菅原　生人　 (2) 福　島･日大東北     15.55 q
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾄ      

  5   8  268 後藤　貴博　 (2) 宮　城･柴田         15.83
ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ       

  6   3  589 武藤　俊之　 (1) 福　島･平工         16.07
ﾑﾄｳ ﾄｼﾕｷ        

  7   2  407 工藤　知央　 (1) 山　形･山形東       16.31
ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ       

  8   6   48 奥山　真司　 (2) 青　森･八戸西       16.40
ｵｸﾔﾏ ｼﾝｼﾞ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7 2組

  1   5  154 増戸　俊太朗 (2) 岩　手･盛岡一       15.36 Q
ﾏｽﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ      

  2   6  246 村山　英史　 (2) 宮　城･東北         15.77 Q
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ      

  3   7  347 成田　達也　 (2) 秋　田･十和田       15.78
ﾅﾘﾀ ﾀﾂﾔ         

  4   4    4 藤田　智哉　 (2) 青　森･青森東       15.96
ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ        

  5   8  482 佐藤　貴之　 (1) 山　形･鶴岡工       16.25
ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ        

  6   3  149 和気　郁弥　 (1) 岩　手･黒沢尻北     17.01
ﾜｷ ﾌﾐﾔ          

  7   9  543 星　　耕平　 (2) 福　島･会津         17.07
ﾎｼ ｺｳﾍｲ         

  2   65 石戸谷　優　 (2) 青　森･大湊      DNS 
ｲｼﾄﾔ ﾕｳ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6 3組

  1   5  387 齋藤　陽平　 (2) 秋　田･大曲         15.13 Q
ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ       

  2   4  232 川口　逸人　 (2) 宮　城･富谷         15.23 Q
ｶﾜｸﾞﾁ ｲﾂﾄ       

  3   3  301 近藤　道行　 (2) 秋　田･秋田         15.63
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾕｷ      

  4   7  549 青木　　崚　 (1) 福　島･会津         15.74
ｱｵｷ ﾘｮｳ         

  5   8    7 齋藤　凌介　 (2) 青　森･青森東       16.00
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ      

  6   6  461 庄司　　廉　 (2) 山　形･新庄神室産    16.18
ｼｮｳｼﾞ ﾚﾝ        

  7   9  147 小松山　慎　 (1) 岩　手･黒沢尻北     16.33
ｺﾏﾂﾔﾏ ｼﾝ        

  8   2  236 清水　　充　 (2) 宮　城･東北学院     16.59
ｼﾐｽﾞ ﾐﾁﾙ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.4

  1   7  154 増戸　俊太朗 (2) 岩　手･盛岡一       14.85
ﾏｽﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ      

  2   6  387 齋藤　陽平　 (2) 秋　田･大曲         14.89
ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ       

  3   5  232 川口　逸人　 (2) 宮　城･富谷         14.98
ｶﾜｸﾞﾁ ｲﾂﾄ       

  4   8  436 小松　龍之介 (2) 山　形･上山明新館    15.16
ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ      

  5   2  516 菅原　生人　 (2) 福　島･日大東北     15.17
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾄ      

  6   3  318 大高　智人　 (2) 秋　田･国学館       15.38
ｵｵﾀｶ ﾄﾓﾋﾄ       

  7   4  165 田ノ岡　祥　 (2) 岩　手･盛岡南       15.46
ﾀﾉｵｶ ｼｮｳ        

  8   9  246 村山　英史　 (2) 宮　城･東北         15.91
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ      

凡例: DNS:欠    場
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男子   ４００ｍＨ 予　選(3-2+2)        9月27日 11:41
決　勝               9月27日 13:51

日本高校記録 (HR)　　49.09　為末　　大　(広島皆実･広島)　　1996
大 会 記 録　(GR)　　53.37　伊藤　博貴　(白河旭･福島)　　　2003
ハードルの高さ　　　0.914m

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   4  555 鴻巣　敬太　 (2) 福　島･喜多方東     56.01 Q
ｺｳﾉｽ ｹｲﾀ        

  2   5    3 田中　　諒　 (2) 青　森･青森東       56.10 Q
ﾀﾅｶ ﾘｮｳ         

  3   7  212 萩野谷　皓介 (2) 宮　城･仙台三       56.38
ﾊｷﾞﾉﾔ ｺｳｽｹ      

  4   8  327 佐藤　恵介　 (2) 秋　田･本荘         57.05
ｻﾄｳ ｹｲｽｹ        

  5   2  508 菅野　海斗　 (2) 福　島･福島商       57.42
ｶﾝﾉ ｶｲﾄ         

  6   6  156 佐々木　智啓 (2) 岩　手･盛岡三       57.91
ｻｻｷ ﾄﾓﾋﾛ        

  7   3   80 中村　椋介　 (1) 青　森･三沢         59.70
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ       

  8   9  431 金原　和徳　 (1) 山　形･山形中央   1:03.55
ｶﾈﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   7  436 小松　龍之介 (2) 山　形･上山明新館    56.21 Q
ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ      

  2   6  366 大日向　巧伍 (2) 秋　田･横手清陵学    56.74 Q
ｵｵﾋﾅﾀ ｺｳｺﾞ      

  3   8  521 関根　正博　 (1) 福　島･白河旭       57.12
ｾｷﾈ ﾏｻﾋﾛ        

  4   5  246 村山　英史　 (2) 宮　城･東北         57.30
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ      

  5   3  217 山田　祐樹　 (2) 宮　城･仙台向山     57.45
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ        

  6   2  145 昆野　雅樹　 (2) 岩　手･黒沢尻北     58.90
ｺﾝﾉ ﾏｻｷ         

  7   9   17 石崎　雄大　 (2) 青　森･青森北     1:00.51
ｲｼｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ     

  4  154 増戸　俊太朗 (2) 岩　手･盛岡一    DNS 
ﾏｽﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   5  404 千葉　優人　 (2) 山　形･山形東       54.47 Q
ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ         

  2   4  387 齋藤　陽平　 (2) 秋　田･大曲         55.47 Q
ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ       

  3   7    7 齋藤　凌介　 (2) 青　森･青森東       55.67 q
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ      

  4   6  510 稲川　暁大　 (2) 福　島･福島商       55.68 q
ｲﾅｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ      

  5   9  222 赤坂　拓哉　 (2) 宮　城･宮城広瀬     57.14
ｱｶｻｶ ﾀｸﾔ        

  6   3  430 東海林　祐弥 (2) 山　形･山形中央     58.03
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳﾔ      

  7   8  129 上山　拓也　 (2) 岩　手･久慈         58.22
ｶﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ        

  8   2  363 酒井　翔太　 (1) 秋　田･横手         58.73
ｻｶｲ ｼｮｳﾀ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   5  404 千葉　優人　 (2) 山　形･山形東       53.15 NGR 

ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ         
  2   4  387 齋藤　陽平　 (2) 秋　田･大曲         54.49

ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ       
  3   7  555 鴻巣　敬太　 (2) 福　島･喜多方東     54.97

ｺｳﾉｽ ｹｲﾀ        
  4   3    7 齋藤　凌介　 (2) 青　森･青森東       55.02

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ      
  5   6  436 小松　龍之介 (2) 山　形･上山明新館    55.16

ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ      
  6   8  366 大日向　巧伍 (2) 秋　田･横手清陵学    55.71

ｵｵﾋﾅﾀ ｺｳｺﾞ      
  7   2  510 稲川　暁大　 (2) 福　島･福島商       55.78

ｲﾅｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ      
  8   9    3 田中　　諒　 (2) 青　森･青森東       56.28

ﾀﾅｶ ﾘｮｳ         

凡例: DNS:欠    場／ NGR:大会新記録
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男子   ３０００ｍＳＣ 決　勝               9月28日 13:40

日本高校記録 (HR)　　8:44.77　櫛部　静二　(宇部鴻城･山口)　　1989
大 会 記 録　(GR)　　9:15.19　山下　隆盛　(利府･宮城)　　　　2005

決　勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   2  531 加瀬　茂樹　 (2) 福　島･田村       9:15.87

ｶｾ ｼｹﾞｷ         
  2   1  180 照井　翔太　 (2) 岩　手･専修大北上  9:21.04

ﾃﾙｲ ｼｮｳﾀ        
  3  14  103 古賀　稔彦　 (2) 岩　手･一関学院   9:35.93

ｺｶﾞ ﾄｼﾋｺ        
  4  10  373 長岐　政伸　 (2) 秋　田･横手清陵学  9:36.11

ﾅｶﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ      
  5  13  534 武藤　健太　 (1) 福　島･田村       9:36.14

ﾑﾄｳ ｹﾝﾀ         
  6  11   31 竹嶋　翔平　 (2) 青　森･弘前実     9:37.17

ﾀｹｼﾏ ｼｮｳﾍｲ      
  7  19  559 立花　克広　 (1) 福　島･いわき総合  9:41.46

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶﾂﾋﾛ      
  8   7  153 藤代　竣介　 (2) 岩　手･盛岡一     9:41.48

ﾌｼﾞｼﾛ ｼｭﾝｽｹ     
  9  12  254 砂金　賜苑　 (1) 宮　城･東北       9:49.14

ｲｻｺﾞ ｼｵﾝ        
 10  21  473 小林　茂樹　 (2) 山　形･米沢中央   9:51.45

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｷ      
 11  15  385 赤倉　峻也　 (2) 秋　田･大曲       9:53.85

ｱｶｸﾗ ｼｭﾝﾔ       
 12  18  277 大橋　真弥　 (1) 宮　城･石巻       9:54.83

ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ        
 13  20  323 山形　　寛　 (2) 秋　田･本荘       9:56.33

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾛ        
 14   5   24 山谷　　輝　 (2) 青　森･青森工    10:01.76

ﾔﾏﾔ ﾋｶﾘ         
 15  16  449 後藤　俊英　 (2) 山　形･東海大山形 10:03.23

ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝｴｲ      
 16   3  360 山本　浩平　 (2) 秋　田･横手      10:06.57

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ       
 17   6  284 矢越　大也　 (2) 宮　城･古川工    10:07.57

ﾔｺﾞｼ ﾏｻﾔ        
 18  23  116 照井　雄大　 (1) 岩　手･花巻北    10:07.81

ﾃﾙｲ ﾕｳﾀﾞｲ       
 19  22    1 武田　啓介　 (1) 青　森･青森      10:09.57

ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ       
 20   8  527 小針　旭人　 (1) 福　島･学法石川  10:14.90

ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾋﾄ       
 21   4  492 横瀬　健吾　 (1) 山　形･酒田南    10:17.46

ﾖｺｾ ｹﾝｺﾞ        
 22   9  472 遠藤　大貴　 (2) 山　形･米沢中央  10:23.53

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ      
 23  17   53 三浦　孝太郎 (2) 青　森･光星学院  10:29.41

ﾐｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ       
 24  24  202 中村　　凱　 (2) 宮　城･仙台一    10:54.07

ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｲ        

 2000m  1000m 組

決　勝   180

   3:00

  531

   6:10
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男子   ５０００ｍＷ 決　勝               9月28日 11:30

日本高校記録 (HR)　　19:35.79　山崎　勇喜　(富山商･富山)　　2001
大 会 記 録　(GR)　　22:06.99　三澤　健太　(白石工･宮城)　　2001

決　勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   1  115 高橋　英輝　 (2) 岩　手･花巻北    21:58.31 NGR 

ﾀｶﾊｼ ｴｲｷ        
  2   4  224 渡邊　大輔　 (2) 宮　城･利府      22:50.78

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ     
  3   7  114 小原　隆仁　 (2) 岩　手･花巻北    23:11.38

ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾄ       
  4   6  364 高橋　　剛　 (1) 秋　田･横手      23:14.29

ﾀｶﾊｼ ｺﾞｳ        
  5   2  444 菅井　拓人　 (2) 山　形･東海大山形 23:43.15

ｽｶﾞｲ ﾀｸﾄ        
  6  19  242 横橋　崇平　 (2) 宮　城･聖和学園  23:48.86

ﾖｺﾊｼ ｿｳﾍｲ       
  7   5  525 峯岸　晃大　 (2) 福　島･郡山      24:06.06

ﾐﾈｷﾞｼ ｱｷｵ       
  8  13  592 吉田　充芳　 (2) 福　島･小高工    24:11.13

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ       
  9   9  526 矢吹　友朗　 (2) 福　島･学法石川  24:24.17

ﾔﾌﾞｷ ﾄﾓﾛｳ       
 10  11  380 髙橋　諒悟　 (2) 秋　田･増田      24:45.37

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｺﾞ      
 11  10  260 阿部　　敬　 (2) 宮　城･白石      24:50.18

ｱﾍﾞ ｻﾄｼ         
 12  16   58 秋谷　恭平　 (2) 青　森･木造      24:51.11

ｱｷﾔ ｷｮｳﾍｲ       
 13  20  522 管野　智文　 (1) 福　島･白河旭    24:59.01

ｶﾝﾉ ﾄﾓﾌﾐ        
 14  15  390 鈴木　　倫　 (2) 秋　田･角館      25:06.58

ｽｽﾞｷ ﾘﾝ         
 15  14  259 佐藤　恭太郎 (2) 宮　城･白石      25:12.83

ｻﾄｳ ｷｮｳﾀﾛｳ      
 16  24   83 福岡　恵輔　 (1) 青　森･むつ工    26:20.86

ﾌｸｵｶ ｹｲｽｹ       
 17  23  437 河原　大地　 (1) 山　形･上山明新館 26:52.33

ｶﾜﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ       
 18  18  475 佐藤　神武　 (2) 山　形･長井      27:15.56

ｻﾄｳ ｼﾞﾝﾑ        
  3   25 中坪　　章　 (2) 青　森･青森山田        DSQ DQ3 

ﾅｶﾂﾎﾞ ｱｷﾗ       
  8    2 太田　健人　 (1) 青　森･青森            DSQ DQ1 

ｵｵﾀ ｹﾝﾄ         
 21  186 今田　　匠　 (2) 岩　手･盛岡工          DSQ DQ2 

ｲﾏﾀ ﾀｸﾐ         
 12  489 今井　駿一郎 (2) 山　形･酒田南    DNS 

ｲﾏｲ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ     
 17  123 木村　孝秀　 (2) 岩　手･釜石      DNS 

ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾃﾞ       
 22  305 萬谷　正吾　 (1) 秋　田･秋田工    DNS 

ﾖﾛｽﾞﾔ ｼｮｳｺﾞ     

 1000m  2000m  3000m  4000m 組

決　勝   115

   4:18

  115

   8:40

  115

  13:05

  115

  17:33

凡例: NGR:大会新記録／ DSQ:失    格／ DQ3:ﾛｽｵﾌﾞｺﾝﾀｸﾄ&ﾍﾞﾝﾄﾆｰ／ DQ1:ﾛｽｵﾌﾞｺﾝﾀｸﾄ／ DQ2:ﾍﾞﾝﾄﾆｰ／ DNS:欠    場
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男子   ４×１００ｍ 予　選(3-2+2)        9月26日 15:33
決　勝               9月27日 13:00

日本高校記録 (HR)　　40.18　大　阪・大阪　(長谷川･高木･松原･大原)　　2001
大 会 記 録　(GR)　　41.55　白河旭・福島　(金内･梶･鈴木･田嶋)　　　　2006

予　選(3組2着+2)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 大湊              71 溝江　大翔　 (1) ﾐｿﾞｴ ﾋﾛﾄ           42.29 Q

ｵｵﾐﾅﾄ             64 布施　勇気　 (2) ﾌｾ ﾕｳｷ          
  67 関　　卓哉　 (1) ｾｷ ﾀｸﾔ          
  66 松本　凌太　 (2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀ       

  2   5 盛岡南           173 菅原　拓也　 (1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ          42.43 Q
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ          175 浦部　恭平　 (1) ｳﾗﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ      

 174 但馬　尚樹　 (1) ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ        
 165 田ノ岡　祥　 (2) ﾀﾉｵｶ ｼｮｳ        

  3   2 弘前実            42 佐々木　宏介 (1) ｻｻｷ ｺｳｽｹ           42.85 q
ﾋﾛｻｷｼﾞﾂ           35 成田　幸生　 (2) ﾅﾘﾀ ｺｳｾｲ        

  40 工藤　丈裕　 (1) ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ       
  37 堀川　純也　 (1) ﾎﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ      

  4   6 柴田             262 板垣　杏平　 (2) ｲﾀｶﾞｷ ｷｮｳﾍｲ        42.99
ｼﾊﾞﾀ             261 高橋　広輔　 (2) ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ       

 268 後藤　貴博　 (2) ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ       
 263 猪狩　空也　 (2) ｲｶﾞﾘ ﾀｶﾔ        

  5   8 山形東           402 加賀　康介　 (2) ｶｶﾞ ｺｳｽｹ           43.53
ﾔﾏｶﾞﾀﾋｶﾞｼ        404 千葉　優人　 (2) ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ         

 406 阿部　孝司　 (1) ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ        
 401 松井　　傑　 (2) ﾏﾂｲ ｽｸﾞﾙ        

  6   9 会津             543 星　　耕平　 (2) ﾎｼ ｺｳﾍｲ            43.63
ｱｲﾂﾞ             549 青木　　崚　 (1) ｱｵｷ ﾘｮｳ         

 545 鷲山　　裕　 (2) ﾜｼﾔﾏ ﾕｳ         
 550 遠藤　　岳　 (1) ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸ       

  7   3 黒沢尻北         150 黒井　丈史　 (1) ｸﾛｲ ﾀｹｼ            43.69
ｸﾛｻﾜｼﾞﾘｷﾀ        145 昆野　雅樹　 (2) ｺﾝﾉ ﾏｻｷ         

 143 三浦　直人　 (2) ﾐｳﾗ ﾅｵﾄ         
 141 長屋　俊亮　 (2) ﾅｶﾞﾔ ｼｭﾝｽｹ      

  7 鷹巣             348 藤嶋　裕介　 (2) ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ            DSQ *R3 
ﾀｶﾉｽ             349 佐藤　慧太　 (2) ｻﾄｳ ｹｲﾀ         

 350 藤田　　歩　 (2) ﾌｼﾞﾀ ｱﾕﾑ        
 353 野村　進一　 (1) ﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁ        

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 東北             249 植田　裕斗　 (2) ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ           42.63 Q

ﾄｳﾎｸ             248 府川　侑樹　 (2) ﾌｶﾜ ﾕｳｷ         
 246 村山　英史　 (2) ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ      
 247 角田　　裕　 (2) ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳ         

  2   2 古川工           282 早坂　祐哉　 (1) ﾊﾔｻｶ ﾕｳﾔ           42.79 Q
ﾌﾙｶﾜｺｳｷﾞｮｳ       290 武田　宗敏　 (1) ﾀｹﾀﾞ ﾑﾈﾄｼ       

 801 森　　　均　 (2) ﾓﾘ ﾋﾄｼ          
 285 高橋　侑大　 (2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ      

  3   9 花巻東           107 吉田　　遊　 (2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ            43.17
ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ         109 瀬川　貴文　 (1) ｾｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ       

 106 高橋　裕太　 (2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ        
 105 佐々木　博人 (2) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ         

  4   8 青森北            20 木村　星河　 (1) ｷﾑﾗ ｾｶﾞ            43.27
ｱｵﾓﾘｷﾀ            21 葛西　　司　 (1) ｶｻｲ ﾂｶｻ         

  18 熊谷　教大　 (2) ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ      
  19 葛西　俊也　 (1) ｶｻｲ ﾄｼﾔ         

  5   7 平工             587 齊藤　　純　 (1) ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ          43.64
ﾀｲﾗｺｳ            585 杉瀬　悠汰　 (1) ｽｷﾞｾ ﾕｳﾀ        

 577 大森　敏也　 (2) ｵｵﾓﾘ ﾄｼﾔ        
 590 橫村　祐樹　 (1) ﾖｺﾑﾗ ﾕｳｷ        

  6   6 山形中央         420 佐藤　雄康　 (2) ｻﾄｳ ﾕｳｺｳ           43.71
ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ       422 小川　大地　 (2) ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ       

 433 伊藤　俊輔　 (1) ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ       
 423 大沼　晃浩　 (2) ｵｵﾇﾏ ｱｷﾋﾛ       

  7   3 大館国際情報     340 桜庭　渉吾　 (2) ｻｸﾗﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ        44.04
ｵｵﾀﾞﾃｺｸｻｲｼﾞｮｳ    338 虻川　　聖　 (2) ｱﾌﾞｶﾜ ｼｮｳ       

 342 佐藤　隆也　 (1) ｻﾄｳ ﾀｶﾔ         
 339 大里　卓巳　 (2) ｵｵｻﾄ ﾀｸﾐ        

  8   5 大館鳳鳴         330 浅利　成幸　 (2) ｱｻﾘ ｼｹﾞﾕｷ          44.13
ｵｵﾀﾞﾃﾎｳﾒｲ        332 秋本　　駿　 (2) ｱｷﾓﾄ ｼｭﾝ        

 333 金　　賢汰　 (2) ｺﾝ ｹﾝﾀ          
 337 岸　　京平　 (1) ｷｼ ｷｮｳﾍｲ        

凡例: DSQ:失    格／ *R3:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ ３→４
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 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 勿来工           567 白田　昇竜　 (2) ｼﾗﾀ ｼｮｳﾘｭｳ         42.57 Q

ﾅｺｿｺｳ            569 遠藤　翔矢　 (1) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ      
 568 佐藤　伸也　 (1) ｻﾄｳ ｼﾝﾔ         
 564 今野　正和　 (2) ｺﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ       

  2   7 釜石             120 紺野　　亨　 (2) ｺﾝﾉ ﾄｵﾙ            42.81 Q
ｶﾏｲｼ             200 小林　大亮　 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ     

 117 佐々木　駿汰 (2) ｻｻｷ ｼｭﾝﾀ        
 124 松村　将壽　 (1) ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞｭ    

  3   6 青森東             4 藤田　智哉　 (2) ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ           42.95 q
ｱｵﾓﾘﾋｶﾞｼ           5 太田　勇輔　 (2) ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ        

   7 齋藤　凌介　 (2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ      
   3 田中　　諒　 (2) ﾀﾅｶ ﾘｮｳ         

  4   4 山形南           413 片桐　友也　 (2) ｶﾀｷﾞﾘ ﾄﾓﾔ          43.02
ﾔﾏｶﾞﾀﾐﾅﾐ         415 武田　貴大　 (2) ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ       

 417 渡邊　修平　 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ     
 411 小川　雅義　 (2) ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ       

  5   8 利府             228 内海　翔太郎 (1) ｳﾂﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ         43.12
ﾘﾌ               223 遠藤　隆人　 (2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾄ      

 226 阿部　翔太　 (1) ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ        
 230 千葉　琢矢　 (1) ﾁﾊﾞ ﾀｸﾔ         

  6   3 福島商           511 菅野　諒祐　 (2) ｶﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ          43.63
ﾌｸｼﾏｼｮｳ          507 安斎　　圭　 (2) ｱﾝｻﾞｲ ｹｲ        

 512 丹治　徹也　 (2) ﾀﾝｼﾞ ﾃﾂﾔ        
 510 稲川　暁大　 (2) ｲﾅｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ      

  7   2 鶴岡工           478 髙橋　千里　 (2) ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ           44.23
ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ       479 菅原　功紘　 (2) ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾂﾋﾛ      

 482 佐藤　貴之　 (1) ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ        
 481 太田　立寛　 (1) ｵｵﾀ ﾀﾂﾋﾛ        

  8   9 本荘             326 三浦　圭悟　 (2) ﾐｳﾗ ｹｲｺﾞ           45.05
ﾎﾝｼﾞｮｳ           328 大日向　健　 (2) ｵｵﾋﾅﾀ ｹﾝ        

 327 佐藤　恵介　 (2) ｻﾄｳ ｹｲｽｹ        
 325 白崎　陽一　 (2) ｼﾗｻｷ ﾖｳｲﾁ       

決　勝

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7 盛岡南           173 菅原　拓也　 (1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ          42.29

ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ          175 浦部　恭平　 (1) ｳﾗﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ      
 174 但馬　尚樹　 (1) ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ        
 165 田ノ岡　祥　 (2) ﾀﾉｵｶ ｼｮｳ        

  2   9 釜石             120 紺野　　亨　 (2) ｺﾝﾉ ﾄｵﾙ            42.38
ｶﾏｲｼ             200 小林　大亮　 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ     

 117 佐々木　駿汰 (2) ｻｻｷ ｼｭﾝﾀ        
 124 松村　将壽　 (1) ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞｭ    

  3   4 大湊              71 溝江　大翔　 (1) ﾐｿﾞｴ ﾋﾛﾄ           42.47
ｵｵﾐﾅﾄ             64 布施　勇気　 (2) ﾌｾ ﾕｳｷ          

  67 関　　卓哉　 (1) ｾｷ ﾀｸﾔ          
  66 松本　凌太　 (2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀ       

  4   5 東北             249 植田　裕斗　 (2) ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ           42.49
ﾄｳﾎｸ             248 府川　侑樹　 (2) ﾌｶﾜ ﾕｳｷ         

 246 村山　英史　 (2) ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ      
 247 角田　　裕　 (2) ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳ         

  5   6 勿来工           567 白田　昇竜　 (2) ｼﾗﾀ ｼｮｳﾘｭｳ         42.56
ﾅｺｿｺｳ            569 遠藤　翔矢　 (1) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ      

 568 佐藤　伸也　 (1) ｻﾄｳ ｼﾝﾔ         
 564 今野　正和　 (2) ｺﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ       

  6   8 古川工           282 早坂　祐哉　 (1) ﾊﾔｻｶ ﾕｳﾔ           42.58
ﾌﾙｶﾜｺｳｷﾞｮｳ       290 武田　宗敏　 (1) ﾀｹﾀﾞ ﾑﾈﾄｼ       

 801 森　　　均　 (2) ﾓﾘ ﾋﾄｼ          
 285 高橋　侑大　 (2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ      

  7   3 弘前実            42 佐々木　宏介 (1) ｻｻｷ ｺｳｽｹ           43.26
ﾋﾛｻｷｼﾞﾂ           35 成田　幸生　 (2) ﾅﾘﾀ ｺｳｾｲ        

  40 工藤　丈裕　 (1) ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ       
  37 堀川　純也　 (1) ﾎﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ      

  8   2 青森東             4 藤田　智哉　 (2) ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ           43.45
ｱｵﾓﾘﾋｶﾞｼ           5 太田　勇輔　 (2) ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ        

   7 齋藤　凌介　 (2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ      
   3 田中　　諒　 (2) ﾀﾅｶ ﾘｮｳ         
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男子   ４×４００ｍ 予　選(3-2+2)        9月27日 15:30
決　勝               9月28日 14:44

日本高校記録 (HR)　　3:08.32　成田・千葉　(笛木･山本･菅井･鈴木)　　　2003
大 会 記 録　(GR)　　3:17.71　会津・福島　(小林･鈴木･一ノ瀬･小松)　　1995

予　選(3組2着+2)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 東北             252 南城　和輝　 (1) ﾅﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ      3:25.34 Q

ﾄｳﾎｸ             247 角田　　裕　 (2) ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳ         
 248 府川　侑樹　 (2) ﾌｶﾜ ﾕｳｷ         
 246 村山　英史　 (2) ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ      

  2   8 磐城桜が丘       570 北郷　浩気　 (2) ｷﾀｺﾞｳ ﾋﾛｷ        3:25.61 Q
ｲﾜｷｻｸﾗｶﾞｵｶ       574 渡辺　裕人　 (1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ       

 573 関内　　瑛　 (2) ｾｷｳﾁ ｱｷﾗ        
 571 若松　　駿　 (2) ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ        

  3   7 山形南           410 石山　博一　 (2) ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ       3:26.59
ﾔﾏｶﾞﾀﾐﾅﾐ         411 小川　雅義　 (2) ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ       

 412 奥山　康太　 (2) ｵｸﾔﾏ ｺｳﾀ        
 417 渡邊　修平　 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ     

  4   4 釜石             124 松村　将壽　 (1) ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞｭ     3:26.70
ｶﾏｲｼ             200 小林　大亮　 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ     

 127 湊　　友貴　 (1) ﾐﾅﾄ ﾕｳｷ         
 117 佐々木　駿汰 (2) ｻｻｷ ｼｭﾝﾀ        

  5   6 鷹巣             353 野村　進一　 (1) ﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁ         3:26.95
ﾀｶﾉｽ             349 佐藤　慧太　 (2) ｻﾄｳ ｹｲﾀ         

 350 藤田　　歩　 (2) ﾌｼﾞﾀ ｱﾕﾑ        
 348 藤嶋　裕介　 (2) ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ      

  6   2 久慈             132 久保　泰平　 (2) ｸﾎﾞ ﾀｲﾍｲ         3:27.50
ｸｼﾞ              130 坂本　　涼　 (2) ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ        

 129 上山　拓也　 (2) ｶﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ        
 131 西　　紘史　 (2) ﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ         

  7   3 仙台三           208 菊池　大輔　 (2) ｷｸﾁ ﾀﾞｲｽｹ        3:28.38
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ       210 瀧澤　　賢　 (2) ﾀｷｻﾞﾜ ｽｸﾞﾙ      

 207 勝俣　一輝　 (2) ｶﾂﾏﾀ ｶｽﾞｷ       
 212 萩野谷　皓介 (2) ﾊｷﾞﾉﾔ ｺｳｽｹ      

  8   9 青森東             4 藤田　智哉　 (2) ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ         3:32.63
ｱｵﾓﾘﾋｶﾞｼ           7 齋藤　凌介　 (2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ      

   6 相澤　健哉　 (2) ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝﾔ       
   3 田中　　諒　 (2) ﾀﾅｶ ﾘｮｳ         

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   9 東北学院         237 松本　一晟　 (1) ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｾｲ        3:26.07 Q

ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝ        241 山口　翔太　 (1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ      
 234 佐藤　陽紀　 (2) ｻﾄｳ ﾊﾙｷ         
 236 清水　　充　 (2) ｼﾐｽﾞ ﾐﾁﾙ        

  2   6 福島商           511 菅野　諒祐　 (2) ｶﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ        3:26.34 Q
ﾌｸｼﾏｼｮｳ          507 安斎　　圭　 (2) ｱﾝｻﾞｲ ｹｲ        

 596 新村　　諒　 (2) ﾆｲﾑﾗ ﾏｺﾄ        
 510 稲川　暁大　 (2) ｲﾅｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ      

  3   8 花巻東           104 木村　祥平　 (2) ｷﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ        3:26.79
ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ         109 瀬川　貴文　 (1) ｾｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ       

 105 佐々木　博人 (2) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ         
 106 高橋　裕太　 (2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ        

  4   7 大湊              64 布施　勇気　 (2) ﾌｾ ﾕｳｷ           3:27.64
ｵｵﾐﾅﾄ             67 関　　卓哉　 (1) ｾｷ ﾀｸﾔ          

  72 橋脇　僚太　 (1) ﾊｼﾜｷ ﾘｮｳﾀ       
  66 松本　凌太　 (2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀ       

  5   4 横手清陵学院     375 藤原　隼人　 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾔﾄ        3:27.86
ﾖｺﾃｾｲﾘｮｳｶﾞｸｲﾝ    369 高橋　俊樹　 (2) ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ        

 370 津川　安久理 (2) ﾂｶﾞﾜ ｱｸﾞﾘ       
 371 照井　達也　 (2) ﾃﾙｲ ﾀﾂﾔ         

  6   2 秋田商           311 竹村　佑麿　 (2) ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾏ         3:28.53
ｱｷﾀｼｮｳ           314 佐々木　仁視 (2) ｻｻｷ ﾋﾄｼ         

 315 五十嵐　航　 (1) ｲｶﾞﾗｼ ﾜﾀﾙ       
 316 佐藤　　渉　 (1) ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         

  7   5 山形中央         430 東海林　祐弥 (2) ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳﾔ       3:28.91
ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ       423 大沼　晃浩　 (2) ｵｵﾇﾏ ｱｷﾋﾛ       

 422 小川　大地　 (2) ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ       
 431 金原　和徳　 (1) ｶﾈﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ      

  8   3 東海大山形       451 土屋　雄太　 (1) ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ          3:33.95
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ  448 菅野　彰人　 (2) ｽｶﾞﾉ ｱｷﾄ        

 450 沼澤　翔輝　 (1) ﾇﾏｻﾞﾜ ｼｮｳｷ      
 446 東海林麟太郎 (2) ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾘﾝﾀﾛｳ    
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 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 平工             588 田原　　晃　 (1) ﾀﾊﾗ ｱｷﾗ          3:24.82 Q

ﾀｲﾗｺｳ            580 田口　雄大　 (2) ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ        
 577 大森　敏也　 (2) ｵｵﾓﾘ ﾄｼﾔ        
 590 橫村　祐樹　 (1) ﾖｺﾑﾗ ﾕｳｷ        

  2   7 柴田             271 我妻　俊和　 (1) ｱｶﾞﾂﾏ ﾄｼｶｽﾞ      3:25.58 Q
ｼﾊﾞﾀ             263 猪狩　空也　 (2) ｲｶﾞﾘ ﾀｶﾔ        

 262 板垣　杏平　 (2) ｲﾀｶﾞｷ ｷｮｳﾍｲ     
 261 高橋　広輔　 (2) ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ       

  3   8 増田             384 佐藤　光司　 (1) ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ         3:26.33 q
ﾏｽﾀﾞ             376 石川　健吾　 (2) ｲｼｶﾜ ｹﾝｺﾞ       

 378 佐藤　宏樹　 (2) ｻﾄｳ ｺｳｷ         
 382 小松　駿太　 (2) ｺﾏﾂ ｼｭﾝﾀ        

  4   9 九里学園         468 島貫　大貴　 (1) ｼﾏﾇｷ ﾀﾞｲｷ        3:26.56 q
ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ         462 遠藤　諒人　 (2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ       

 467 相馬　彪士　 (1) ｿｳﾏ ｱﾔﾄ         
 463 齋藤　和磨　 (2) ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ       

  5   2 岩瀬農           539 大川　貴弘　 (2) ｵｵｶﾜ ﾀｶﾋﾛ        3:27.00
ｲﾜｾﾉｳ            537 佐々木　恭平 (2) ｻｻｷ ｷｮｳﾍｲ       

 538 佐々木　純平 (2) ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ     
 540 有松　朋哉　 (2) ｱﾘﾏﾂ ﾄﾓﾔ        

  6   5 弘前実            41 白戸　祐太　 (1) ｼﾛﾄ ﾕｳﾀ          3:28.19
ﾋﾛｻｷｼﾞﾂ           37 堀川　純也　 (1) ﾎﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ      

  33 八戸　　稜　 (2) ﾊﾁﾉﾍ ﾘｮｳ        
  40 工藤　丈裕　 (1) ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ       

  7   6 盛岡南           173 菅原　拓也　 (1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ        3:28.47
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ          175 浦部　恭平　 (1) ｳﾗﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ      

 176 因幡　祐真　 (1) ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾏ        
 169 井上　佳太　 (2) ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ        

  8   3 青森北            15 久保田　良教 (2) ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾕｷ        3:31.80
ｱｵﾓﾘｷﾀ            21 葛西　　司　 (1) ｶｻｲ ﾂｶｻ         

  16 北山　純也　 (2) ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ      
  17 石崎　雄大　 (2) ｲｼｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ     

決　勝

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7 平工             588 田原　　晃　 (1) ﾀﾊﾗ ｱｷﾗ          3:22.69

ﾀｲﾗｺｳ            580 田口　雄大　 (2) ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ        
 577 大森　敏也　 (2) ｵｵﾓﾘ ﾄｼﾔ        
 590 橫村　祐樹　 (1) ﾖｺﾑﾗ ﾕｳｷ        

  2   6 東北             252 南城　和輝　 (1) ﾅﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ      3:23.13
ﾄｳﾎｸ             247 角田　　裕　 (2) ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳ         

 248 府川　侑樹　 (2) ﾌｶﾜ ﾕｳｷ         
 246 村山　英史　 (2) ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ      

  3   2 増田             384 佐藤　光司　 (1) ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ         3:23.74
ﾏｽﾀﾞ             376 石川　健吾　 (2) ｲｼｶﾜ ｹﾝｺﾞ       

 378 佐藤　宏樹　 (2) ｻﾄｳ ｺｳｷ         
 382 小松　駿太　 (2) ｺﾏﾂ ｼｭﾝﾀ        

  4   8 福島商           511 菅野　諒祐　 (2) ｶﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ        3:24.19
ﾌｸｼﾏｼｮｳ          507 安斎　　圭　 (2) ｱﾝｻﾞｲ ｹｲ        

 596 新村　　諒　 (2) ﾆｲﾑﾗ ﾏｺﾄ        
 510 稲川　暁大　 (2) ｲﾅｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ      

  5   5 柴田             271 我妻　俊和　 (1) ｱｶﾞﾂﾏ ﾄｼｶｽﾞ      3:24.97
ｼﾊﾞﾀ             263 猪狩　空也　 (2) ｲｶﾞﾘ ﾀｶﾔ        

 262 板垣　杏平　 (2) ｲﾀｶﾞｷ ｷｮｳﾍｲ     
 268 後藤　貴博　 (2) ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ       

  6   9 磐城桜が丘       570 北郷　浩気　 (2) ｷﾀｺﾞｳ ﾋﾛｷ        3:25.09
ｲﾜｷｻｸﾗｶﾞｵｶ       574 渡辺　裕人　 (1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ       

 573 関内　　瑛　 (2) ｾｷｳﾁ ｱｷﾗ        
 571 若松　　駿　 (2) ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ        

  7   4 東北学院         237 松本　一晟　 (1) ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｾｲ        3:25.56
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝ        241 山口　翔太　 (1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ      

 234 佐藤　陽紀　 (2) ｻﾄｳ ﾊﾙｷ         
 236 清水　　充　 (2) ｼﾐｽﾞ ﾐﾁﾙ        

  8   3 九里学園         468 島貫　大貴　 (1) ｼﾏﾇｷ ﾀﾞｲｷ        3:25.81
ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ         462 遠藤　諒人　 (2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ       

 467 相馬　彪士　 (1) ｿｳﾏ ｱﾔﾄ         
 463 齋藤　和磨　 (2) ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ       
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男子   走高跳 決　勝               9月27日　10:32

日本高校記録 (HR)　　2m22　境田　裕之　(北都商･北海道)　　　1989
大 会 記 録　(GR)　　2m12　高橋　竜太　(上山明新館･山形)　　2002

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 1m78 1m81 1m84 1m87 1m90 1m93 1m96 1m99 2m02 2m05 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 24 320菅原　敬弥　 (2) 秋　田 -  -  -  -  -  -  xo o  xo /  2m02

ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾔ       秋田西    
  2 22 456村岡　健也　 (1) 山　形 -  o  o  o  o  xo xo o  xxx 1m99

ﾑﾗｵｶ ｹﾝﾔ        楯岡      
  3 21 294鎌田　直樹　 (2) 宮　城 -  -  o  o  o  o  xxx 1m93

ｶﾏﾀﾞ ﾅｵｷ        登米      
  4 18 381高橋　　拳　 (2) 秋　田 -  -  o  -  xo o  xxx 1m93

ﾀｶﾊｼ ｹﾝ         増田      
  5 20  56澤田　優也　 (2) 青　森 -  -  -  xo o  xxx 1m90

ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ        五所川原工
  6 16 295吉田　太樹　 (2) 宮　城 o  o  o  o  xxo xxx 1m90

ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ        気仙沼    
  7 11  26山田　健太郎 (2) 青　森 -  -  o  xxx 1m84

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ      弘前      
  7 12 377東海林　嘉樹 (2) 秋　田 o  o  o  xxx 1m84

ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ       増田      
  9  5 328大日向　健　 (2) 秋　田 -  o  xxx 1m81

ｵｵﾋﾅﾀ ｹﾝ        本荘      
 10  3 297菊地　翔太　 (2) 宮　城 o  xo xxx 1m81

ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ        気仙沼西  
 10  6  79前山　大地　 (2) 青　森 o  xo xxx 1m81

ﾏｴﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ       三本木    
 12  4 435江川　遼太　 (2) 山　形 o  xxx 1m78

ｴｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ       寒河江工  
 12 14 164船越　健太郎 (2) 岩　手 o  xxx 1m78

ﾌﾅｺｼ ｹﾝﾀﾛｳ      盛岡中央  
 12 15 493麥沢　圭祐　 (2) 山　形 o  xxx 1m78

ﾑｷﾞｻﾜ ｹｲｽｹ      酒田工    
 12 19 536岡松　裕太　 (2) 福　島 o  xxx 1m78

ｵｶﾏﾂ ﾕｳﾀ        帝京安積  
 16  2 160西風舘　優介 (2) 岩　手 xo xxx 1m78

ﾅﾗｲﾀﾞﾃ ﾕｳｽｹ     盛岡市立  
 16 17  14津田　智博　 (2) 青　森 xo -  xxx 1m78

ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ        青森北    
 18 13 520瀧浪　智也　 (2) 福　島 xxo xxx 1m78

ﾀｷﾅﾐ ﾄﾓﾔ        白河旭    
  1 515佐久間　誠也 (2) 福　島 xxx NM  

ｻｸﾏ ｾｲﾔ         安達      
  7 561渡辺　晃志　 (2) 福　島 xxx NM  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ      磐城      
  8 163齋藤　大生　 (2) 岩　手 -  xxx NM  

ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ        盛岡中央  
  9 239関谷　知樹　 (1) 宮　城 xxx NM  

ｾｷﾔ ﾄﾓｷ         東北学院  
 10 438菊地　　翼　 (2) 山　形 xxx NM  

ｷｸﾁ ﾂﾊﾞｻ        日大山形  
 23 157阿部　　伶　 (2) 岩　手 -  -  xxx NM  

ｱﾍﾞ ﾚｲ          盛岡四    

凡例: NM :記録なし
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男子   棒高跳 決　勝               9月27日　11:06

日本高校記録 (HR)　　5m41　笹瀬　弘樹　(浜松市立･静岡)　　2007
大 会 記 録　(GR)　　4m80　小野寺　晃　(佐沼･宮城)　　　　1997

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 3m90 4m00 4m10 4m20 4m30 4m40 4m50 4m60 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 21 298佐々木　孝行 (2) 宮　城 -  -  xo xo xo o  xxo xxx 4m50

ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ        志津川      
  2 18 302小松田　一穂 (1) 秋　田 -  xo -  o  xxo o  xxx 4m40

ｺﾏﾂﾀﾞ ｲｯｽｲ      秋田        
  3 22 455柴田　恭平　 (2) 山　形 -  -  o  xo o  xo xxx 4m40

ｼﾊﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ      楯岡        
  4 23 140後藤　瑞樹　 (1) 岩　手 o  xxo xo o  xxx 4m20

ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ       黒沢尻工    
  5 17 170熊谷　早葉良 (2) 岩　手 -  o  xxx 4m00

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾊﾗ       盛岡南      
  6 11 513秋元　貴智　 (1) 福　島 o  xo xxx 4m00

ｱｷﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ       福島成蹊    
  7 13 233小室　翔太　 (2) 宮　城 xxo xo xxx 4m00

ｺﾑﾛ ｼｮｳﾀ        富谷        
  8 20 584鈴木　　力　 (2) 福　島 o  xxx 3m90

ｽｽﾞｷ ﾁｶﾗ        平工        
  1  73遠田　晟也　 (1) 青　森 xxx NM  

ｴﾝﾀ ｾｲﾔ         大湊        
  2 266遊佐　拓哉　 (2) 宮　城 xxx NM  

ﾕｻ ﾀｸﾔ          柴田        
  3 167藤平　勇希　 (2) 岩　手 xxx NM  

ﾌｼﾞﾋﾗ ﾕｳｷ       盛岡南      
  4 488阿部　直也　 (2) 山　形 xxx NM  

ｱﾍﾞ ﾅｵﾔ         酒田商      
  5 322福岡　大志　 (1) 秋　田 xxx NM  

ﾌｸｵｶ ﾀｲｼ        秋田西      
  6 514齋藤　郁弥　 (1) 福　島 xxx NM  

ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ        福島成蹊    
  7  75磯川　　颯　 (1) 青　森 xxx NM  

ｲｿｶﾜ ﾊﾔﾃ        大湊        
  8 281佐々木　拓磨 (2) 宮　城 xxx NM  

ｻｻｷ ﾀｸﾏ         石巻工      
  9 144三田　航大　 (2) 岩　手 xxx NM  

ﾐﾀ ｺｳﾀﾞｲ        黒沢尻北    
 10 442土屋　　薫　 (1) 山　形 xxx NM  

ﾂﾁﾔ ｶｵﾙ         山形電波工  
 12 392後藤　隼太　 (1) 秋　田 xxx NM  

ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾀ        湯沢        
 14  74大室　　涼　 (1) 青　森 xxx NM  

ｵｵﾑﾛ ﾘｮｳ        大湊        
 15 434柴田　優河　 (1) 山　形 xxx NM  

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｶﾞ       山形商      
 16 523菊地　亮太　 (1) 福　島 xxx NM  

ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ        白河旭      
 19  76八谷　説大　 (2) 青　森 xxx NM  

ﾊﾁﾔ ﾄｷｵ         田名部      
 24 321井上　　健　 (2) 秋　田 -  -  xxx NM  

ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ        秋田西      

凡例: NM :記録なし
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男子   走幅跳 決　勝               9月26日　10:00

日本高校記録 (HR)　　7m96　森長　正樹　(太成･大阪)　　　　　1989
大 会 記 録　(GR)　　7m31　三浦　　索　(五所川原工･青森)　　2001

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 24 118千田　大貴　 (2) 岩　手   6m93  ×   6m96  －   6m94  ×   6m96

ﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｷ        釜石        +0.8 +1.1 +1.3 +1.1
  2 23  27三上　直之　 (2) 青　森   6m82  6m79  6m72  6m95  ×   ×   6m95

ﾐｶﾐ ﾅｵﾕｷ        弘前        +1.8 +2.4 +1.8 +2.5 +2.5
  3 22 429髙橋　和樹　 (2) 山　形   ×   6m62  ×   6m78  6m77  ×   6m78

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ       山形中央    +1.9 +1.8 +3.9 +1.8
  4 12 124松村　将壽　 (1) 岩　手   6m54  6m46  6m60  6m62  ×   ×   6m62

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞｭ    釜石        +2.2 +1.6 +0.7 +1.1 +1.1
  5 10 478髙橋　千里　 (2) 山　形   4m68  6m58  ×   ×   ×   ×   6m58

ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ        鶴岡工      +1.0 +1.9 +1.9
  6 14 318大高　智人　 (2) 秋　田   6m55  6m53  6m21  6m42  6m22  6m20  6m55

ｵｵﾀｶ ﾄﾓﾋﾄ       国学館      +1.6 +1.7 +0.3 +1.6 +0.3 +1.1 +1.6
  7  4 586久保田　雄太 (1) 福　島   6m49  6m43  ×   6m54  6m29  6m40  6m54

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀ        平工        +2.1 +1.1 +2.4 +0.2 +1.4 +2.4
  8 16  45大村　康太　 (2) 青　森   6m52  6m18  6m47  6m37  6m43  6m43  6m52

ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀ        八戸        +1.4 +0.6 +0.8 +1.6 -0.7 +3.5 +1.4
  9  3 425今野　勝貴　 (2) 山　形   6m49  ×   ×   6m49

ｺﾝﾉ ｶﾂﾞｷ        山形中央    +0.6 +0.6
 10 17 464米野　敬介　 (2) 山　形   6m44  6m33  6m33   6m44

ﾖﾈﾉ ｹｲｽｹ        九里学園    +2.1 +1.6 +0.3 +2.1
 11  6 178菅原　純平　 (1) 岩　手   6m42  6m40  6m43   6m43

ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   千厩        +0.5 +2.6 +0.2 +0.2
 12 21 326三浦　圭悟　 (2) 秋　田   ×   6m38  6m15   6m38

ﾐｳﾗ ｹｲｺﾞ        本荘        +1.6 +2.4 +1.6
 13 18 162上濱　雄大　 (2) 岩　手   ×   ×   6m38   6m38

ｶﾐﾊﾏ ﾕｳﾀﾞｲ      盛岡中央    +0.7 +0.7
 14  2 301近藤　道行　 (2) 秋　田   6m37  6m22  6m24   6m37

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾕｷ      秋田        +1.7 +2.4 +1.1 +1.7
 15  9 575髙木　聖人　 (2) 福　島   6m33  6m28  6m32   6m33

ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ        福島高専    +1.2 +2.7 +2.2 +1.2
 16 19 218阿部　　誠　 (2) 宮　城   ×   6m32  6m04   6m32

ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ         仙台南      +1.4 +1.8 +1.4
 17 11  42佐々木　宏介 (1) 青　森   ×   6m29  ×   6m29

ｻｻｷ ｺｳｽｹ        弘前実      +2.1 +2.1
 18  5  46船越　隼斗　 (2) 青　森   6m25  6m28  ×   6m28

ﾌﾅｺｼ ﾊﾔﾄ        八戸高専    +1.1 +0.8 +0.8
 19 20 524坪井　尭英　 (2) 福　島   6m05  6m03  6m28   6m28

ﾂﾎﾞｲ ﾀｶﾋﾃﾞ      郡山        +1.2 +1.9 +1.2 +1.2
 20  8 338虻川　　聖　 (2) 秋　田   5m83  6m08  6m19   6m19

ｱﾌﾞｶﾜ ｼｮｳ       大館国際情報+1.4 +2.2 +1.3 +1.3
 21 13 291浅野　成史　 (2) 宮　城   ×   5m85  6m02   6m02

ｱｻﾉ ｱｷﾌﾐ        南郷        +1.1 +0.6 +0.6
 22 15 562吉田　裕栄　 (1) 福　島   5m96  ×   ×   5m96

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｴｲ       磐城        +3.0 +3.0
 23  1 207勝俣　一輝　 (2) 宮　城   5m92  ×   ×   5m92

ｶﾂﾏﾀ ｶｽﾞｷ       仙台三      +0.6 +0.6
  7 211尾張　大樹　 (2) 宮　城 DNS 

ｵﾜﾘ ﾀﾞｲｷ        仙台三      

凡例: DNS:欠    場
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男子   三段跳 決　勝               9月28日　10:00

日本高校記録 (HR)   15m84  渡邉　容史  (松山北･愛媛)   1997
大 会 記 録　(GR)   14m61  渡辺　真樹  (郡山･福島)     2000

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 24 124松村　将壽　 (1) 岩　手  13m72 13m65 14m22 13m76  －   ×  14m22

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞｭ    釜石      +0.2 -0.2 +0.6 +0.5 +0.6
  2 22 348藤嶋　裕介　 (2) 秋　田  13m59 13m58 13m64  ×  14m21 14m12 14m21

ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ      鷹巣      +0.7 +0.5 +0.0 +1.1 +1.2 +1.1
  3 23  27三上　直之　 (2) 青　森  13m51 13m51 13m42 13m55 13m80 13m89 13m89

ﾐｶﾐ ﾅｵﾕｷ        弘前      +0.7 +0.0 +1.5 +0.5 +0.6 +0.6 +0.6
  4 18 162上濱　雄大　 (2) 岩　手  13m49 13m25 13m36 13m21 13m70 13m45 13m70

ｶﾐﾊﾏ ﾕｳﾀﾞｲ      盛岡中央  -0.3 +0.1 -0.3 +0.3 +0.7 +1.5 +0.7
  5 11 203工藤　健太　 (2) 宮　城  13m07 13m23 13m70 13m29  ×  13m44 13m70

ｸﾄﾞｳ ｹﾝﾀ        仙台二    -0.4 +1.0 +1.4 +0.2 +0.9 +1.4
  6 21 207勝俣　一輝　 (2) 宮　城  13m46 13m17  ×  13m17 13m26 13m47 13m47

ｶﾂﾏﾀ ｶｽﾞｷ       仙台三    +0.6 +0.1 -0.2 +1.0 +0.9 +0.9
  7 12 161遠藤　　豊　 (2) 岩　手  12m80 12m50 13m21  ×   ×  13m05 13m21

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ       盛岡商    +0.0 +2.0 +1.2 +2.0 +1.2
  8 19 594石川　真也　 (1) 福　島  12m59  ×  13m20 12m82 12m80 12m65 13m20

ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ        双葉      +0.4 +1.5 +1.1 +0.5 +1.5 +1.5
  9 20 429髙橋　和樹　 (2) 山　形   ×   ×  13m03  13m03

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ       山形中央  -0.4 -0.4
 10  8 464米野　敬介　 (2) 山　形   ×  12m81 12m98  12m98

ﾖﾈﾉ ｹｲｽｹ        九里学園  +1.3 +1.3 +1.3
 11  6 135田代　　隆　 (2) 岩　手   ×   ×  12m84  12m84

ﾀｼﾛ ﾀｶｼ         宮古      +0.8 +0.8
 12 15 586久保田　雄太 (1) 福　島   ×  12m74 12m82  12m82

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀ        平工      +1.9 +0.9 +0.9
 13 16 295吉田　太樹　 (2) 宮　城  12m71  ×  12m77  12m77

ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ        気仙沼    -0.9 +0.9 +0.9
 14 10 503先崎　　京　 (2) 福　島  12m52 12m57 12m70  12m70

ｾﾝｻﾞｷ ｹｲ        松韻福島  +0.6 +0.5 +0.8 +0.8
 15 14 457伊藤　雅人　 (2) 山　形  12m35  ×  12m67  12m67

ｲﾄｳ ﾏｻﾄ         新庄北    -0.5 +1.3 +1.3
 16  3 524坪井　尭英　 (2) 福　島   ×  12m59  ×  12m59

ﾂﾎﾞｲ ﾀｶﾋﾃﾞ      郡山      +0.4 +0.4
 17  7  34白戸　将人　 (2) 青　森   ×  12m51  ×  12m51

ｼﾛﾄ ﾏｻﾄ         弘前実    +0.6 +0.6
 18  9 365高橋　宜丈　 (2) 秋　田  12m42 12m34 12m26  12m42

ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾀｹ       横手城南  +1.0 +1.8 +1.0 +1.0
 19  4 219杉山　豪樹　 (2) 宮　城  12m17 12m34  ×  12m34

ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾞｳｷ      宮城工    -0.6 +0.0 +0.0
 20  5 336駒木　優都　 (2) 秋　田  12m34  ×   －  12m34

ｺﾏｷ ﾕｳﾄ         大館鳳鳴  +0.3 +0.3
 21  2 416多田　竜也　 (2) 山　形  12m30  ×  12m15  12m30

ﾀﾀﾞ ﾀﾂﾔ         山形南    -0.7 -0.1 -0.7
 22 17 330浅利　成幸　 (2) 秋　田   ×   ×  12m17  12m17

ｱｻﾘ ｼｹﾞﾕｷ       大館鳳鳴  +0.2 +0.2
 13  77酒井　康太　 (1) 青　森   ×   ×   × NM  

ｻｶｲ ｺｳﾀ         むつ工    
  1  14津田　智博　 (2) 青　森 DNS 

ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ        青森北    

凡例: NM :記録なし／ DNS:欠    場
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男子   砲丸投 決　勝               9月28日　10:00

日本高校記録 (HR)　　18m02　井元　幸喜　(都島工･大阪)　　2003
大 会 記 録　(GR)　　16m03　田邊　秀将　(青森北･青森)　　2006
砲丸の重さ　　　6.000kg

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 24 221佐々木　和美 (1) 宮　城  15m11 14m80 14m70 15m03 14m87 14m79 15m11

ｻｻｷ ｶｽﾞﾐ        仙台工    
  2 23 185米沢　茂友樹 (2) 岩　手  13m16 13m95 14m28  ×  14m49  ×  14m49

ﾏｲｻﾜ  ｼｹﾞﾕｷ     福岡      
  3 22  78松原　悠平　 (2) 青　森  13m31 13m85 12m71 14m04 13m35 14m24 14m24

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾍｲ      大間      
  4 18 188佐藤　征平　 (2) 岩　手  13m46 13m94 13m73 14m02  ×  13m47 14m02

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾗ        高田      
  5 19 424伊藤　　悟　 (2) 山　形  12m44 12m60 12m91 12m61 12m93 13m60 13m60

ｲﾄｳ ｻﾄﾙ         山形中央  
  6 21 517鈴木　駿介　 (2) 福　島  13m02 13m30 13m24 12m99 13m28 13m46 13m46

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ      日大東北  
  7 12 560吉田　晴也　 (2) 福　島  11m85 13m01 12m87 12m52 12m81 13m08 13m08

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾔ        磐城      
  8 11 346安保　建吾　 (1) 秋　田  12m40 13m08 12m15  ×  12m57 12m89 13m08

ｱﾝﾎﾞ ｹﾝｺﾞ       花輪      
  9 16 469金子　尭宙　 (1) 山　形  12m87 12m80 12m58  12m87

ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ        九里学園  
 10  6 359田村　悠祐　 (1) 秋　田  12m28 12m75 12m23  12m75

ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ        能代商    
 11 20 391藤原　　洋　 (2) 秋　田   ×  12m73 12m30  12m73

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳ        湯沢      
 12 17 583杉原　大夢　 (2) 福　島  11m87 12m69 12m43  12m69

ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾑ       平工      
 13 15  28工藤　翔也　 (2) 青　森  12m61  ×  11m97  12m61

ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ       弘前      
 14 13 286川名　　亮　 (2) 宮　城  12m14 12m50 11m86  12m50

ｶﾜﾅ ﾘｮｳ         古川工    
 15  9 250佐藤　瑛治　 (2) 宮　城  12m37 12m27 12m14  12m37

ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ        東北      
 16  5  32宇野　勇樹　 (2) 青　森  12m34 12m09 11m33  12m34

ｳﾉ ﾕｳｷ          弘前実    
 17  4 529吉田　利博　 (1) 福　島  11m92 10m15 11m49  11m92

ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ       安積黎明  
 18 14 358田村　　務　 (2) 秋　田  11m57 11m19 11m66  11m66

ﾀﾑﾗ ﾂﾄﾑ         能代商    
 19 10  57神　　大貴　 (2) 青　森   ×   ×  11m61  11m61

ｼﾞﾝ ﾀﾞｲｷ        木造      
 20  1 476池田　樹生　 (2) 山　形  10m52 11m52 11m09  11m52

ｲｹﾀﾞ ﾀﾂｷ        鶴岡中央  
 21  3 256佐藤　優也　 (1) 宮　城  10m37 11m08 11m27  11m27

ｻﾄｳ ﾕｳﾔ         宮城聴覚支
 22  7 453菅野　陽祐　 (1) 山　形  10m62 11m09  ×  11m09

ｽｶﾞﾉ ﾖｳｽｹ       村山農    
 23  2 112佐々木　祐亮 (2) 岩　手  10m64 11m08  ×  11m08

ｻｻｷ ﾕｳｽｹ        花巻農    
 24  8 110高橋　舜一郎 (2) 岩　手  10m60 10m68 10m88  10m88

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ    花巻南    
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男子   円盤投 決　勝               9月27日　14:15

日本高校記録 (HR)　　52m84　堤　　雄司　(札幌拓北･北海道)　　2008
大 会 記 録　(GR)　　43m99　小原　雅貴　(明成･宮城)　　　　　2008
円盤の重さ　　　1.750kg

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 21 185米沢　茂友樹 (2) 岩　手  32m93  ×  37m85  ×  41m35 42m80 42m80

ﾏｲｻﾜ  ｼｹﾞﾕｷ     福岡      
  2 19 560吉田　晴也　 (2) 福　島  37m99 36m83 38m36 40m18  ×   ×  40m18

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾔ        磐城      
  3 24  57神　　大貴　 (2) 青　森  39m77  ×   ×  37m54  ×   ×  39m77

ｼﾞﾝ ﾀﾞｲｷ        木造      
  4 22 221佐々木　和美 (1) 宮　城  34m50 39m52  ×  37m88 39m74 38m22 39m74

ｻｻｷ ｶｽﾞﾐ        仙台工    
  5 15 357鈴木　勝輝　 (2) 秋　田  32m98 36m73 35m98 37m51 37m01 38m23 38m23

ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ        能代商    
  6 18 245中坂　大樹　 (1) 宮　城  33m14 37m23 34m89  ×  36m38 37m11 37m23

ﾅｶｻｶ ﾀｲｷ        明成      
  7  9 367関　　大地　 (2) 秋　田  34m08 35m78 31m11  ×  33m43  ×  35m78

ｾｷ ﾀﾞｲﾁ         横手清陵学
  8 20 471高橋　広海　 (2) 山　形  35m77  ×  33m52  ×  33m56 33m64 35m77

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ        米沢中央  
  9 14 519榎本　一馬　 (1) 福　島  31m64 35m58 29m75  35m58

ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾏ       日大東北  
 10  4 205荒木　優介　 (2) 宮　城  32m33 34m99 35m43  35m43

ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ        仙台三    
 11 17 454佐藤　涼太　 (2) 山　形   ×  35m25 30m30  35m25

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ        楯岡      
 12 12 278星原　康平　 (2) 宮　城   ×  34m42  ×  34m42

ﾎｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ       石巻      
 13 23 346安保　建吾　 (1) 秋　田   ×  33m95  ×  33m95

ｱﾝﾎﾞ ｹﾝｺﾞ       花輪      
 14  2 517鈴木　駿介　 (2) 福　島  27m36 31m44 33m75  33m75

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ      日大東北  
 15 11  28工藤　翔也　 (2) 青　森   ×   ×  33m72  33m72

ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ       弘前      
 16 10 476池田　樹生　 (2) 山　形  32m53  ×  33m69  33m69

ｲｹﾀﾞ ﾀﾂｷ        鶴岡中央  
 17  6 469金子　尭宙　 (1) 山　形  33m48 32m43 33m56  33m56

ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ        九里学園  
 18  5  32宇野　勇樹　 (2) 青　森   ×  31m56 33m23  33m23

ｳﾉ ﾕｳｷ          弘前実    
 19 16  36横山　　耕　 (2) 青　森   ×   ×  32m83  32m83

ﾖｺﾔﾏ ｺｳ         弘前実    
 20 13 151菅野　輝貴　 (2) 岩　手   ×   ×  32m59  32m59

ｶﾝﾉ ﾃﾙﾀｶ        水沢一    
 21  3 356近藤　　譲　 (2) 秋　田  29m75 31m18 32m31  32m31

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾙ      能代商    
 22  8 583杉原　大夢　 (2) 福　島   ×   ×  31m50  31m50

ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾑ       平工      
 23  1 110高橋　舜一郎 (2) 岩　手  27m16 29m12  ×  29m12

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ    花巻南    
 24  7 137下屋敷　栄貴 (2) 岩　手   ×  28m62 27m85  28m62

ｼﾓﾔｼｷ  ﾋﾃﾞﾀｶ    軽米      
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男子   ハンマー投 決　勝               9月26日　13:03

日本高校記録 (HR)　　65m63　弓田　倫也　(文星芸大附･栃木)　　2007
大 会 記 録　(GR)　　53m23　石川　宏樹　(迫桜･宮城)　　　　　2006
ハンマーの重さ　　　6.000kg

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 22 357鈴木　勝輝　 (2) 秋　田  50m42 47m45 49m67 50m61 48m61 52m63 52m63

ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ        能代商      
  2 24 151菅野　輝貴　 (2) 岩　手  46m36 43m83 49m23 49m87  ×  52m04 52m04

ｶﾝﾉ ﾃﾙﾀｶ        水沢一      
  3 23 471高橋　広海　 (2) 山　形  46m86 49m35 50m85 48m64 49m82 47m73 50m85

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ        米沢中央    
  4 20  12三浦　晃輝　 (2) 青　森  45m49 46m18 46m59 47m78 46m31  ×  47m78

ﾐｳﾗ ｺｳｷ         青森北      
  5 18 345成田　儀幸　 (2) 秋　田  36m98 45m52  ×  46m88 30m53 42m04 46m88

ﾅﾘﾀ ﾖｼﾕｷ        花輪        
  6 17  81小笠原　和憲 (2) 青　森   ×  45m25 45m75 46m73  ×  45m35 46m73

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾉﾘ    野辺地      
  7 21 501武藤　　仁　 (2) 福　島  42m90 46m14  ×  46m30 46m08 46m54 46m54

ﾑﾄｳ ﾋﾄｼ         安達東      
  8  6 356近藤　　譲　 (2) 秋　田  44m38  ×  44m84 46m14  ×  45m14 46m14

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾙ      能代商      
  9  8 299佐々木　秀仁 (2) 宮　城  43m90 42m68 44m84  44m84

ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾄ        志津川      
 10 15 424伊藤　　悟　 (2) 山　形   ×  43m09 38m65  43m09

ｲﾄｳ ｻﾄﾙ         山形中央    
 11 12 391藤原　　洋　 (2) 秋　田  41m56 42m58  ×  42m58

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳ        湯沢        
 12 11 441長谷川　直宏 (2) 山　形  39m79  ×  42m07  42m07

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾋﾛ      山形電波工  
 13  4 439青柳　太介　 (2) 山　形   ×  39m03 41m01  41m01

ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ     山形電波工  
 14 19 292千葉　孝太　 (2) 宮　城  40m73  ×   ×  40m73

ﾁﾊﾞ ｺｳﾀ         迫桜        
 15 10 591門馬　朋宏　 (2) 福　島   ×  40m51  ×  40m51

ﾓﾝﾏ ﾄﾓﾋﾛ        小高工      
 16  3 502遠藤　英亮　 (2) 福　島  40m45  ×  38m67  40m45

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ     安達東      
 17 14 152下机　　司　 (1) 岩　手   ×  38m44 39m46  39m46

ｼﾓﾂｸｴ ﾂｶｻ       水沢一      
 18 16 504黒澤　文晶　 (2) 福　島  37m64 39m05  ×  39m05

ｸﾛｻﾜ ﾌﾐｱｷ       福島西      
 19  9  13小野　和也　 (2) 青　森   ×   ×  38m98  38m98

ｵﾉ ｶｽﾞﾔ         青森北      
 20 13 300日出　陽輔　 (2) 宮　城   ×  37m47 37m77  37m77

ﾋﾉﾃﾞ ﾖｳｽｹ       東陵        
 21  5  55石岡　佑規　 (2) 青　森  36m60  ×   ×  36m60

ｲｼｵｶ ﾕｳｷ        五所川原工  
 22  2 257横山　善幸　 (2) 宮　城  35m14  ×   ×  35m14

ﾖｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ       宮城農      
 23  7 139佐々木　洋幸 (2) 岩　手  33m60  ×   ×  33m60

ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ        黒沢尻工    
 24  1 155小田島　昇　 (1) 岩　手  27m82 28m74 27m12  28m74

ｵﾀﾞｼﾏ ﾉﾎﾞﾙ      盛岡工      
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男子   やり投 決　勝               9月26日　10:00

日本高校記録 (HR)　　76m54　村上　幸史　　(今治明徳･愛媛)　　1997
大 会 記 録　(GR)　　65m49　金子　佑太朗　(会津･福島)　　　　2006

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 23 204白石　　真　 (2) 宮　城  50m77 54m40 55m24 50m98 58m20 52m47 58m20

ｼﾗｲｼ ﾏｺﾄ        仙台二      
  2 24 420佐藤　雄康　 (2) 山　形   ×  50m37 53m57 55m85 57m93 57m04 57m93

ｻﾄｳ ﾕｳｺｳ        山形中央    
  3 21 188佐藤　征平　 (2) 岩　手  55m74 55m94 53m89 53m25 53m97 52m23 55m94

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾗ        高田        
  4 12 361加藤　拓也　 (2) 秋　田  52m54 48m70 51m70 50m73 52m14 53m68 53m68

ｶﾄｳ ﾀｸﾔ         横手        
  5 18 251岩井川　界　 (2) 宮　城   ×  52m21 52m79  ×  48m73 42m02 52m79

ｲﾜｲｶﾜ ｶｲ        東北        
  6 14 409粟野　優久路 (2) 山　形  47m34 52m52 52m01 49m23 46m45 47m72 52m52

ｱﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ        山形南      
  7 16  44成田　祥也　 (1) 青　森   ×   ×  52m37 44m57 49m44 50m68 52m37

ﾅﾘﾀ ｼｮｳﾔ        弘前実      
  8  6 306一ノ関　晴輝 (2) 秋　田   ×  49m32 51m56 47m93 49m76 47m98 51m56

ｲﾁﾉｾｷ ﾊﾙｷ       金足農      
  9  9 136紫葉　大将　 (2) 岩　手  51m42  ×  50m52  51m42

ｼﾊﾞ  ﾀﾞｲｽｹ      軽米        
 10 20  59長谷川　基　 (2) 青　森  44m36 47m79 50m33  50m33

ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾄｷ       木造        
 11  7 502遠藤　英亮　 (2) 福　島  47m51 42m98 49m32  49m32

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ     安達東      
 12 22 362伊藤　泰彬　 (2) 秋　田   ×  46m92 48m54  48m54

ｲﾄｳ ﾔｽｱｷ        横手        
 13  4  61千田　祥平　 (1) 青　森  45m48 44m55 48m33  48m33

ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ       木造        
 14 19 556赤井　識史　 (2) 福　島  47m73 48m04 46m23  48m04

ｱｶｲ ｻﾄｼ         大沼        
 15 11 205荒木　優介　 (2) 宮　城  45m23 47m90 44m76  47m90

ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ        仙台三      
 16  5 275小齋　和平　 (2) 宮　城  47m85 46m41  ×  47m85

ｺｻｲ ｶｽﾞﾍｲ       大河原商    
 17  3 182新沼　　誠　 (2) 岩　手  46m18 46m27 40m67  46m27

ﾆｲﾇﾏ ﾏｺﾄ        大船渡東    
 18 15 111村上　　傑　 (2) 岩　手  45m92 42m36 43m10  45m92

ﾑﾗｶﾐ ｽｸﾞﾙ       花巻南      
 19 17 372坂本　智寛　 (1) 秋　田  43m87  ×  43m95  43m95

ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ       横手清陵学院
 20 13 593横山　拓人　 (1) 福　島  41m94 43m53 42m40  43m53

ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾄ        小高工      
 21  1 487髙橋　健介　 (1) 山　形  35m45 39m38 42m46  42m46

ﾀｶﾊｼ ｹﾝｽｹ       庄内総合    
 22  8 440青柳　匠太　 (2) 山　形  40m44  ×  41m22  41m22

ｱｵﾔｷﾞ ｼｮｳﾀ      山形電波工  
 23  2 553諏訪　未来　 (2) 福　島   ×  37m80 35m69  37m80

ｽﾜ ﾐﾗｲ          若松商      
 24 10  62舘山　拓也　 (2) 青　森   ×   ×  36m37  36m37

ﾀﾃﾔﾏ ﾀｸﾔ        板柳        
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男子   八種競技 100m       3組       9月27日　10:12
走幅跳     2組       9月27日　11:10
砲丸投     1組       9月27日　12:30
400m       3組       9月27日　14:52
110mH      3組       9月28日　 9:41
やり投     1組       9月28日　10:35
走高跳     2組       9月28日　13:00
1500m      1組       9月28日　14:56

日本高校記録 (HR)　　5900点　中村　明彦　(岡崎城西･愛知)　　2008
大 会 記 録　(GR)　　5292点　猪野　泰介　(山形中央･山形)　　2007

順位ﾅﾝﾊﾞｰ氏　名 所　属 100m 走幅跳 砲丸投 400m 110mH やり投 走高跳 1500m 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  65
石戸谷　優　 (2)
ｲｼﾄﾔ ﾕｳ         

青　森
大湊      

11.88
+0.5
(675)

  5m84
+0.0
(552)

 10m42

(511)

53.11

(677)

16.59
-1.5
(668)

 42m13

(473)

  1m81

(636)

4:45.86

(644)
 4836

  2 310
右谷　直人　 (2)
ﾐｷﾞﾔ ﾅｵﾄ        

秋　田
新屋      

11.47
+0.9
(759)

  6m21
-0.1
(632)

  9m34

(446)

52.50

(703)

16.63
-1.5
(663)

 37m90

(412)

  1m75

(585)

5:00.56

(557)
 4757

  3 201
金田　朗大　 (2)
ｶﾈﾀ ｱｷﾋﾛ        

宮　城
仙台一    

11.48
+0.6
(757)

  6m12
+1.2
(613)

 10m09

(491)

52.59

(699)

17.04
+0.1
(620)

 41m31

(461)

  1m66

(512)

4:53.67

(597)
 4750

  4 168
岩井　健史　 (2)
ｲﾜｲ ﾀｹｼ         

岩　手
盛岡南    

11.68
+0.5
(715)

  5m91
+0.1
(567)

  8m42

(391)

52.14

(719)

17.40
-1.5
(583)

 40m92

(455)

  1m72

(560)

4:42.90

(662)
 4652

  5 361
加藤　拓也　 (2)
ｶﾄｳ ﾀｸﾔ         

秋　田
横手      

11.85
+0.5
(681)

  6m29
+2.2
(650)

  9m92

(481)

55.51

(578)

16.93
+0.1
(632)

 49m80

(586)

  1m72

(560)

5:15.51

(474)
 4642

  6 418
川田　泰紀　 (2)
ｶﾜﾀ ﾀｲｷ         

山　形
山形工    

11.37
+0.9
(780)

  5m83
+0.2
(550)

 10m50

(516)

51.53

(745)

19.82
-1.5
(364)

 36m73

(395)

  1m69

(536)

4:44.54

(652)
 4538

  7 172
東井　大明　 (1)
ｱｽﾞﾏｲ ﾋﾛｱｷ      

岩　手
盛岡南    

11.67
+0.9
(717)

  5m78
-0.4
(540)

  9m62

(463)

54.49

(619)

17.09
-1.7
(615)

 34m49

(363)

  1m72

(560)

4:47.57

(633)
 4510

  8  61
千田　祥平　 (1)
ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ       

青　森
木造      

11.77
+0.6
(697)

  5m76
+2.9
(535)

  8m84

(416)

53.31

(668)

19.01
+0.1
(432)

 46m87

(542)

  1m66

(512)

4:51.41

(610)
 4412

  9 183
吉田　　成　 (2)
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         

岩　手
大船渡東  

11.99
+0.6
(653)

  6m11
-0.9
(610)

  8m87

(418)

53.74

(650)

19.87
+0.1
(360)

 41m17

(459)

  1m69

(536)

4:42.72

(663)
 4349

 10 486
加藤　瑞季　 (2)
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ        

山　形
庄内総合  

11.61
+0.6
(730)

  5m94
+1.6
(574)

  8m96

(423)

53.74

(650)

17.74
-1.7
(549)

 28m08

(272)

  1m66

(512)

4:55.60

(585)
 4295

 11 293
千葉　　卓　 (2)
ﾁﾊﾞ ｽｸﾞﾙ        

宮　城
佐沼      

12.28
+0.9
(597)

  5m87
+1.1
(559)

  7m22

(320)

54.44

(622)

18.29
-1.7
(497)

 37m25

(402)

  1m66

(512)

4:37.76

(694)
 4203

 12 258
近藤　英樹　 (2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ      

宮　城
名取北    

12.32
+0.5
(589)

  6m03
+1.5
(593)

  9m05

(429)

55.29

(587)

18.59
-1.5
(469)

 37m31

(403)

  1m60

(464)

4:45.81

(644)
 4178

 13 506
遠藤　　瞭　 (1)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ       

福　島
福島西    

11.76
+0.5
(699)

  5m62
+1.1
(506)

  6m71

(290)

53.71

(652)

17.64
+0.1
(559)

 30m72

(309)

  1m57

(441)

4:45.52

(646)
 4102

 14 304
市川　裕貴　 (1)
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ        

秋　田
秋田南    

11.95
+0.6
(661)

  5m64
+1.7
(510)

  9m19

(437)

55.26

(588)

17.11
-1.7
(613)

 26m79

(254)

  1m75

(585)

5:25.46

(422)
 4070

 15 459
佐藤　貴広　 (2)
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ        

山　形
新庄北    

11.76
+0.5
(699)

  5m77
+1.9
(537)

  8m65

(405)

55.52

(578)

20.39
+0.1
(319)

 42m84

(483)

  1m60

(464)

4:57.01

(577)
 4062

 16 579
木村　充希　 (2)
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ         

福　島
平工      

11.84
+0.6
(683)

  5m60
+2.0
(502)

  8m44

(392)

54.95

(601)

18.26
-1.7
(499)

 33m90

(354)

  1m63

(488)

5:15.26

(475)
 3994

 17 505
武藤　雄大　 (2)
ﾑﾄｳ ﾕｳﾀ         

福　島
福島西    

11.66
+0.9
(719)

  5m73
-0.3
(529)

  8m94

(422)

53.49

(661)

21.68
-1.5
(229)

 39m03

(428)

  1m40

(317)

4:49.34

(623)
 3928

 18  22
舘山　和弥　 (1)
ﾀﾃﾔﾏ ｶｽﾞﾔ       

青　森
青森北    

12.12
+0.9
(628)

  5m34
+0.8
(449)

  8m47

(394)

54.54

(617)

20.05
-1.7
(345)

 34m64

(365)

  1m66

(512)

NM 

(0)
 3310
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男子   八種１００ｍ 3組  9月27日 10:01

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5 1組

  1   7  168 岩井　健史　 (2) 岩　手･盛岡南       11.68
ｲﾜｲ ﾀｹｼ         ( 715)

  2   8  506 遠藤　　瞭　 (1) 福　島･福島西       11.76
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ       ( 699)

  3   4  459 佐藤　貴広　 (2) 山　形･新庄北       11.76
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ        ( 699)

  4   6  361 加藤　拓也　 (2) 秋　田･横手         11.85
ｶﾄｳ ﾀｸﾔ         ( 681)

  5   5   65 石戸谷　優　 (2) 青　森･大湊         11.88
ｲｼﾄﾔ ﾕｳ         ( 675)

  6   3  258 近藤　英樹　 (2) 宮　城･名取北       12.32
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ      ( 589)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.9 2組

  1   6  418 川田　泰紀　 (2) 山　形･山形工       11.37
ｶﾜﾀ ﾀｲｷ         ( 780)

  2   8  310 右谷　直人　 (2) 秋　田･新屋         11.47
ﾐｷﾞﾔ ﾅｵﾄ        ( 759)

  3   4  505 武藤　雄大　 (2) 福　島･福島西       11.66
ﾑﾄｳ ﾕｳﾀ         ( 719)

  4   5  172 東井　大明　 (1) 岩　手･盛岡南       11.67
ｱｽﾞﾏｲ ﾋﾛｱｷ      ( 717)

  5   3   22 舘山　和弥　 (1) 青　森･青森北       12.12
ﾀﾃﾔﾏ ｶｽﾞﾔ       ( 628)

  6   7  293 千葉　　卓　 (2) 宮　城･佐沼         12.28
ﾁﾊﾞ ｽｸﾞﾙ        ( 597)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6 3組

  1   5  201 金田　朗大　 (2) 宮　城･仙台一       11.48
ｶﾈﾀ ｱｷﾋﾛ        ( 757)

  2   8  486 加藤　瑞季　 (2) 山　形･庄内総合     11.61
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ        ( 730)

  3   7   61 千田　祥平　 (1) 青　森･木造         11.77
ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ       ( 697)

  4   6  579 木村　充希　 (2) 福　島･平工         11.84
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ         ( 683)

  5   4  304 市川　裕貴　 (1) 秋　田･秋田南       11.95
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ        ( 661)

  6   3  183 吉田　　成　 (2) 岩　手･大船渡東     11.99
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         ( 653)

男子   八種走幅跳 1組       9月27日　11:10
2組       9月27日　11:10

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  1 183吉田　　成　 (2) 岩　手   5m74   6m11   5m90   6m11
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         大船渡東 +0.2 -0.9 +1.9 (610)

  2  2 258近藤　英樹　 (2) 宮　城   5m81   5m94   6m03   6m03
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ      名取北  +0.4 -0.1 +1.5 (593)

  3  9 293千葉　　卓　 (2) 宮　城   ×   5m87   5m81   5m87
ﾁﾊﾞ ｽｸﾞﾙ        佐沼    +1.1 +0.7 (559)

  4  4 459佐藤　貴広　 (2) 山　形   5m15   ×   5m77   5m77
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ        新庄北  -0.1 +1.9 (537)

  5  7  61千田　祥平　 (1) 青　森   5m50   5m76   ×   5m76
ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ       木造    +0.1 +2.9 (535)

  6  6 505武藤　雄大　 (2) 福　島   5m73   5m66   5m55   5m73
ﾑﾄｳ ﾕｳﾀ         福島西  -0.3 +1.7 +0.8 (529)

  7  3 304市川　裕貴　 (1) 秋　田   3m68   5m39   5m64   5m64
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ        秋田南  -0.3 +1.1 +1.7 (510)

  8  8 506遠藤　　瞭　 (1) 福　島   5m56   ×   5m62   5m62
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ       福島西  -0.4 +1.1 (506)

  9  5  22舘山　和弥　 (1) 青　森   4m93   4m80   5m34   5m34
ﾀﾃﾔﾏ ｶｽﾞﾔ       青森北  +0.7 +1.4 +0.8 (449)

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1  5 361加藤　拓也　 (2) 秋　田   5m94   6m29   5m78   6m29
ｶﾄｳ ﾀｸﾔ         横手    -0.2 +2.2 +1.9 (650)

  2  3 310右谷　直人　 (2) 秋　田   6m21   ×   ×   6m21
ﾐｷﾞﾔ ﾅｵﾄ        新屋    -0.1 (632)

  3  9 201金田　朗大　 (2) 宮　城   5m88   6m12   5m97   6m12
ｶﾈﾀ ｱｷﾋﾛ        仙台一  -1.0 +1.2 +0.1 (613)

  4  2 486加藤　瑞季　 (2) 山　形   5m29   5m94   5m92   5m94
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ        庄内総合 +0.4 +1.6 +1.3 (574)

  5  1 168岩井　健史　 (2) 岩　手   5m91   5m77   ×   5m91
ｲﾜｲ ﾀｹｼ         盛岡南  +0.1 -0.7 (567)

  6  6  65石戸谷　優　 (2) 青　森   5m84   ×   ×   5m84
ｲｼﾄﾔ ﾕｳ         大湊    +0.0 (552)

  7  4 418川田　泰紀　 (2) 山　形   5m83   5m64   5m59   5m83
ｶﾜﾀ ﾀｲｷ         山形工  +0.2 +1.6 +1.7 (550)

  8  8 172東井　大明　 (1) 岩　手   5m78   5m52   5m62   5m78
ｱｽﾞﾏｲ ﾋﾛｱｷ      盛岡南  -0.4 +0.4 +0.3 (540)

  9  7 579木村　充希　 (2) 福　島   4m45   5m60   5m53   5m60
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ         平工    +0.4 +2.0 +1.1 (502)
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男子   八種砲丸投 1組       9月27日　12:30

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1 17 418川田　泰紀　 (2) 山　形   9m45  10m50   9m78  10m50
ｶﾜﾀ ﾀｲｷ         山形工    (516)

  2 18  65石戸谷　優　 (2) 青　森   9m18   9m76  10m42  10m42
ｲｼﾄﾔ ﾕｳ         大湊      (511)

  3 14 201金田　朗大　 (2) 宮　城   9m75   9m82  10m09  10m09
ｶﾈﾀ ｱｷﾋﾛ        仙台一    (491)

  4 16 361加藤　拓也　 (2) 秋　田   9m77   9m92   9m44   9m92
ｶﾄｳ ﾀｸﾔ         横手      (481)

  5 15 172東井　大明　 (1) 岩　手   9m27   9m45   9m62   9m62
ｱｽﾞﾏｲ ﾋﾛｱｷ      盛岡南    (463)

  6  8 310右谷　直人　 (2) 秋　田   8m50   9m08   9m34   9m34
ﾐｷﾞﾔ ﾅｵﾄ        新屋      (446)

  7  6 304市川　裕貴　 (1) 秋　田   9m19   ×   9m09   9m19
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ        秋田南    (437)

  8  3 258近藤　英樹　 (2) 宮　城   8m51   ×   9m05   9m05
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ      名取北    (429)

  9 10 486加藤　瑞季　 (2) 山　形   8m77   7m99   8m96   8m96
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ        庄内総合  (423)

 10  4 505武藤　雄大　 (2) 福　島   8m79   8m94   8m82   8m94
ﾑﾄｳ ﾕｳﾀ         福島西    (422)

 11  5 183吉田　　成　 (2) 岩　手   8m87   8m32   8m76   8m87
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         大船渡東  (418)

 12  9  61千田　祥平　 (1) 青　森   8m75   8m84   8m81   8m84
ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ       木造      (416)

 13  1 459佐藤　貴広　 (2) 山　形   8m32   8m65   8m36   8m65
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ        新庄北    (405)

 14  2  22舘山　和弥　 (1) 青　森   8m38   8m41   8m47   8m47
ﾀﾃﾔﾏ ｶｽﾞﾔ       青森北    (394)

 15 13 579木村　充希　 (2) 福　島   8m44   8m08   ×   8m44
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ         平工      (392)

 16  7 168岩井　健史　 (2) 岩　手   8m19   8m14   8m42   8m42
ｲﾜｲ ﾀｹｼ         盛岡南    (391)

 17 12 293千葉　　卓　 (2) 宮　城   7m15   6m72   7m22   7m22
ﾁﾊﾞ ｽｸﾞﾙ        佐沼      (320)

 18 11 506遠藤　　瞭　 (1) 福　島   ×   6m71   ×   6m71
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ       福島西    (290)

男子   八種４００ｍ 3組  9月27日 14:41

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   5  418 川田　泰紀　 (2) 山　形･山形工       51.53
ｶﾜﾀ ﾀｲｷ         ( 745)

  2   7  310 右谷　直人　 (2) 秋　田･新屋         52.50
ﾐｷﾞﾔ ﾅｵﾄ        ( 703)

  3   6  201 金田　朗大　 (2) 宮　城･仙台一       52.59
ｶﾈﾀ ｱｷﾋﾛ        ( 699)

  4   8   61 千田　祥平　 (1) 青　森･木造         53.31
ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ       ( 668)

  5   3  505 武藤　雄大　 (2) 福　島･福島西       53.49
ﾑﾄｳ ﾕｳﾀ         ( 661)

  6   4  183 吉田　　成　 (2) 岩　手･大船渡東     53.74
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         ( 650)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   8  168 岩井　健史　 (2) 岩　手･盛岡南       52.14
ｲﾜｲ ﾀｹｼ         ( 719)

  2   6   65 石戸谷　優　 (2) 青　森･大湊         53.11
ｲｼﾄﾔ ﾕｳ         ( 677)

  3   7  486 加藤　瑞季　 (2) 山　形･庄内総合     53.74
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ        ( 650)

  4   5  579 木村　充希　 (2) 福　島･平工         54.95
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ         ( 601)

  5   3  304 市川　裕貴　 (1) 秋　田･秋田南       55.26
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ        ( 588)

  6   4  258 近藤　英樹　 (2) 宮　城･名取北       55.29
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ      ( 587)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   7  506 遠藤　　瞭　 (1) 福　島･福島西       53.71
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ       ( 652)

  2   8  293 千葉　　卓　 (2) 宮　城･佐沼         54.44
ﾁﾊﾞ ｽｸﾞﾙ        ( 622)

  3   6  172 東井　大明　 (1) 岩　手･盛岡南       54.49
ｱｽﾞﾏｲ ﾋﾛｱｷ      ( 619)

  4   4   22 舘山　和弥　 (1) 青　森･青森北       54.54
ﾀﾃﾔﾏ ｶｽﾞﾔ       ( 617)

  5   5  361 加藤　拓也　 (2) 秋　田･横手         55.51
ｶﾄｳ ﾀｸﾔ         ( 578)

  6   3  459 佐藤　貴広　 (2) 山　形･新庄北       55.52
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ        ( 578)
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男子   八種１１０ｍＨ 3組  9月28日  9:30

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7 1組

  1   5  172 東井　大明　 (1) 岩　手･盛岡南       17.09
ｱｽﾞﾏｲ ﾋﾛｱｷ      ( 615)

  2   4  304 市川　裕貴　 (1) 秋　田･秋田南       17.11
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ        ( 613)

  3   8  486 加藤　瑞季　 (2) 山　形･庄内総合     17.74
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ        ( 549)

  4   6  579 木村　充希　 (2) 福　島･平工         18.26
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ         ( 499)

  5   7  293 千葉　　卓　 (2) 宮　城･佐沼         18.29
ﾁﾊﾞ ｽｸﾞﾙ        ( 497)

  6   3   22 舘山　和弥　 (1) 青　森･青森北       20.05
ﾀﾃﾔﾏ ｶｽﾞﾔ       ( 345)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1 2組

  1   6  361 加藤　拓也　 (2) 秋　田･横手         16.93
ｶﾄｳ ﾀｸﾔ         ( 632)

  2   5  201 金田　朗大　 (2) 宮　城･仙台一       17.04
ｶﾈﾀ ｱｷﾋﾛ        ( 620)

  3   8  506 遠藤　　瞭　 (1) 福　島･福島西       17.64
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ       ( 559)

  4   7   61 千田　祥平　 (1) 青　森･木造         19.01
ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ       ( 432)

  5   3  183 吉田　　成　 (2) 岩　手･大船渡東     19.87
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         ( 360)

  6   4  459 佐藤　貴広　 (2) 山　形･新庄北       20.39
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ        ( 319)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5 3組

  1   5   65 石戸谷　優　 (2) 青　森･大湊         16.59
ｲｼﾄﾔ ﾕｳ         ( 668)

  2   8  310 右谷　直人　 (2) 秋　田･新屋         16.63
ﾐｷﾞﾔ ﾅｵﾄ        ( 663)

  3   7  168 岩井　健史　 (2) 岩　手･盛岡南       17.40
ｲﾜｲ ﾀｹｼ         ( 583)

  4   3  258 近藤　英樹　 (2) 宮　城･名取北       18.59
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ      ( 469)

  5   6  418 川田　泰紀　 (2) 山　形･山形工       19.82
ｶﾜﾀ ﾀｲｷ         ( 364)

  6   4  505 武藤　雄大　 (2) 福　島･福島西       21.68
ﾑﾄｳ ﾕｳﾀ         ( 229)

男子   八種やり投 1組       9月28日　10:35

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1 17 361加藤　拓也　 (2) 秋　田  49m80  45m95  47m49  49m80
ｶﾄｳ ﾀｸﾔ         横手      (586)

  2 12  61千田　祥平　 (1) 青　森  44m02  43m97  46m87  46m87
ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ       木造      (542)

  3  6 459佐藤　貴広　 (2) 山　形  40m47  42m84   ×  42m84
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ        新庄北    (483)

  4 14  65石戸谷　優　 (2) 青　森  39m95  38m72  42m13  42m13
ｲｼﾄﾔ ﾕｳ         大湊      (473)

  5 15 201金田　朗大　 (2) 宮　城  39m89  34m84  41m31  41m31
ｶﾈﾀ ｱｷﾋﾛ        仙台一    (461)

  6  3 183吉田　　成　 (2) 岩　手  34m01   ×  41m17  41m17
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         大船渡東  (459)

  7 11 168岩井　健史　 (2) 岩　手  40m92  40m31   ×  40m92
ｲﾜｲ ﾀｹｼ         盛岡南    (455)

  8  2 505武藤　雄大　 (2) 福　島  39m03  38m86   ×  39m03
ﾑﾄｳ ﾕｳﾀ         福島西    (428)

  9  9 310右谷　直人　 (2) 秋　田  37m90  37m88   ×  37m90
ﾐｷﾞﾔ ﾅｵﾄ        新屋      (412)

 10  5 258近藤　英樹　 (2) 宮　城  37m31  33m12  33m72  37m31
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ      名取北    (403)

 11  7 293千葉　　卓　 (2) 宮　城  33m46  37m25  34m95  37m25
ﾁﾊﾞ ｽｸﾞﾙ        佐沼      (402)

 12 16 418川田　泰紀　 (2) 山　形  36m73  31m96  33m82  36m73
ｶﾜﾀ ﾀｲｷ         山形工    (395)

 13  4  22舘山　和弥　 (1) 青　森  32m10  34m64  34m45  34m64
ﾀﾃﾔﾏ ｶｽﾞﾔ       青森北    (365)

 14 13 172東井　大明　 (1) 岩　手  32m89  34m49  33m76  34m49
ｱｽﾞﾏｲ ﾋﾛｱｷ      盛岡南    (363)

 15 18 579木村　充希　 (2) 福　島   ×  33m90  33m49  33m90
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ         平工      (354)

 16 10 506遠藤　　瞭　 (1) 福　島  30m72  28m77  24m82  30m72
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ       福島西    (309)

 17  8 486加藤　瑞季　 (2) 山　形  24m89  26m63  28m08  28m08
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ        庄内総合  (272)

 18  1 304市川　裕貴　 (1) 秋　田   ×   ×  26m79  26m79
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ        秋田南    (254)
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男子   八種１５００ｍ 1組  9月28日 14:56

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  14  293 千葉　　卓　 (2) 宮　城･佐沼       4:37.76
ﾁﾊﾞ ｽｸﾞﾙ        ( 694)

  2  10  183 吉田　　成　 (2) 岩　手･大船渡東   4:42.72
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         ( 663)

  3   5  168 岩井　健史　 (2) 岩　手･盛岡南     4:42.90
ｲﾜｲ ﾀｹｼ         ( 662)

  4   6  418 川田　泰紀　 (2) 山　形･山形工     4:44.54
ｶﾜﾀ ﾀｲｷ         ( 652)

  5  16  506 遠藤　　瞭　 (1) 福　島･福島西     4:45.52
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ       ( 646)

  6  12  258 近藤　英樹　 (2) 宮　城･名取北     4:45.81
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ      ( 644)

  7   2   65 石戸谷　優　 (2) 青　森･大湊       4:45.86
ｲｼﾄﾔ ﾕｳ         ( 644)

  8   7  172 東井　大明　 (1) 岩　手･盛岡南     4:47.57
ｱｽﾞﾏｲ ﾋﾛｱｷ      ( 633)

  9  18  505 武藤　雄大　 (2) 福　島･福島西     4:49.34
ﾑﾄｳ ﾕｳﾀ         ( 623)

 10   8   61 千田　祥平　 (1) 青　森･木造       4:51.41
ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ       ( 610)

 11   4  201 金田　朗大　 (2) 宮　城･仙台一     4:53.67
ｶﾈﾀ ｱｷﾋﾛ        ( 597)

 12   9  486 加藤　瑞季　 (2) 山　形･庄内総合   4:55.60
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ        ( 585)

 13  15  459 佐藤　貴広　 (2) 山　形･新庄北     4:57.01
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ        ( 577)

 14   1  310 右谷　直人　 (2) 秋　田･新屋       5:00.56
ﾐｷﾞﾔ ﾅｵﾄ        ( 557)

 15  13  579 木村　充希　 (2) 福　島･平工       5:15.26
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ         ( 475)

 16   3  361 加藤　拓也　 (2) 秋　田･横手       5:15.51
ｶﾄｳ ﾀｸﾔ         ( 474)

 17  11  304 市川　裕貴　 (1) 秋　田･秋田南     5:25.46
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ        ( 422)

 17   22 舘山　和弥　 (1) 青　森･青森北          DSQ *T3 
ﾀﾃﾔﾏ ｶｽﾞﾔ       (   0)

  400m   800m  1200m 組

混成
 1

  293

   1:04

  293

   2:23

  293

   3:44

凡例: DSQ:失    格／ *T3:走路外ｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ進入

男子   八種走高跳 1組       9月28日　13:00
2組       9月28日　13:00

順位試順No. 氏　名 所　属 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60 1m63 1m66 記録 ｺﾒﾝﾄ
1m69 1m72 1m75 1m78

 1組

  1  7 310右谷　直人　 (2) 秋　田 -  -  -  -  -  -  -  o  -  o  1m75
ﾐｷﾞﾔ ﾅｵﾄ        新屋      o  o  xo xxx (585)

  2  5 304市川　裕貴　 (1) 秋　田 -  -  -  -  -  -  -  o  -  xo 1m75
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ        秋田南    o  o  xo xxx (585)

  3  8 168岩井　健史　 (2) 岩　手 -  -  -  -  -  -  -  o  o  o  1m72
ｲﾜｲ ﾀｹｼ         盛岡南    o  xo xxx (560)

  4  4 183吉田　　成　 (2) 岩　手 -  -  -  -  -  -  -  o  o  xo 1m69
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         大船渡東  xo xxx (536)

  5  6  22舘山　和弥　 (1) 青　森 -  -  -  -  -  o  o  xxo o  xo 1m66
ﾀﾃﾔﾏ ｶｽﾞﾔ       青森北    xxx (512)

  6  9 486加藤　瑞季　 (2) 山　形 -  -  -  -  -  o  o  o  xxo xxo 1m66
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ        庄内総合  xxx (512)

  7  1 258近藤　英樹　 (2) 宮　城 -  -  -  -  -  -  -  o  xxx 1m60
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ      名取北    (464)

  8  2 459佐藤　貴広　 (2) 山　形 -  -  -  -  o  o  o  xo xxx 1m60
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ        新庄北    (464)

  9  3 505武藤　雄大　 (2) 福　島 o  xo xxx 1m40
ﾑﾄｳ ﾕｳﾀ         福島西    (317)

順位試順No. 氏　名 所　属 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60 1m63 1m66 記録 ｺﾒﾝﾄ
1m69 1m72 1m75 1m78 1m81 1m84

 2組

  1  4  65石戸谷　優　 (2) 青　森 -  -  -  -  -  -  -  -  o  -  1m81
ｲｼﾄﾔ ﾕｳ         大湊      o  -  xo xo xxo xxx (636)

  2  6 361加藤　拓也　 (2) 秋　田 -  -  -  -  -  -  -  o  -  o  1m72
ｶﾄｳ ﾀｸﾔ         横手      -  o  xxx (560)

  3  8 172東井　大明　 (1) 岩　手 -  -  -  -  -  -  o  o  o  o  1m72
ｱｽﾞﾏｲ ﾋﾛｱｷ      盛岡南    o  xo xxx (560)

  4  9 418川田　泰紀　 (2) 山　形 -  -  -  -  -  o  xo o  xo xxo 1m69
ｶﾜﾀ ﾀｲｷ         山形工    xo xxx (536)

  5  1  61千田　祥平　 (1) 青　森 -  -  -  -  o  o  o  o  xxo o  1m66
ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ       木造      xxx (512)

  5  7 201金田　朗大　 (2) 宮　城 -  -  -  -  -  -  xo o  xo o  1m66
ｶﾈﾀ ｱｷﾋﾛ        仙台一    xxx (512)

  7  2 293千葉　　卓　 (2) 宮　城 -  -  -  -  -  -  o  o  xo xxo 1m66
ﾁﾊﾞ ｽｸﾞﾙ        佐沼      xxx (512)

  8  5 579木村　充希　 (2) 福　島 -  -  -  -  -  xxo o  o  xo xxx 1m63
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ         平工      (488)

  9  3 506遠藤　　瞭　 (1) 福　島 -  -  -  o  o  xxo xo xxx 1m57
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ       福島西    (441)
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女子   １００ｍ 予　選(3-2+2)        9月27日 10:16
決　勝               9月27日 14:01

日本高校記録 (HR)　　11.54　髙橋　萌木子　(埼玉栄･埼玉)　　2006
大 会 記 録　(GR)　　12.00　会田　麻美　　(郡山東･福島)　　2000

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.4 1組

  1   5  426 高橋　美咲　 (1) 山　形･上山明新館    12.43 Q
ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ        

  2   4  320 石岡　未来　 (1) 秋　田･秋田商       12.46 Q
ｲｼｵｶ ﾐｸ         

  3   8  111 古里　彩加　 (2) 岩　手･宮古         12.65 q
ﾌﾙｻﾄ  ｱﾔｶ       

  4   2  373 佐藤　　愛　 (1) 秋　田･湯沢         12.66
ｻﾄｳ ｱｲ          

  5   7   57 福士　紗恵　 (1) 青　森･黒石商       12.70
ﾌｸｼ ｻｴ          

  6   6  535 六角　美紅　 (2) 福　島･郡山東       12.72
ﾛｯｶｸ ﾐｸ         

  7   9  258 佐藤　萌実　 (2) 宮　城･東北         12.85
ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ        

  8   3  476 小野寺　和紗 (2) 山　形･酒田商       13.01
ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｻ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風: 0.0 2組

  1   5   28 山下　愛美　 (2) 青　森･弘前実       12.46 Q
ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾐ        

  2   4  576 堀内　沙紀　 (2) 福　島･小高工       12.51 Q
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ         

  3   6  159 赤坂　美奈　 (2) 岩　手･北上翔南     12.60 q
ｱｶｻｶ ﾐﾅ         

  4   3   67 秋元　彩花　 (2) 青　森･木造         12.76
ｱｷﾓﾄ ｱﾔｶ        

  5   7  224 洞口　美香　 (2) 宮　城･利府         12.77
ﾎﾗｸﾞﾁ ﾐｶ        

  6   2  536 阿部　利沙子 (1) 福　島･郡山東       12.99
ｱﾍﾞ ﾘｻｺ         

  7   8  358 小川　夏樹　 (1) 秋　田･横手         12.99
ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ        

  7   9  477 五十嵐　真美 (2) 山　形･酒田商       12.99
ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾐ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3 3組

  1   5  243 小川　梨花　 (2) 宮　城･常盤木学園    12.51 Q
ｵｶﾞﾜ ﾘｶ         

  2   4  135 下澤田　優衣 (1) 岩　手･盛岡市立     12.57 Q
ｼﾓｻﾜﾀﾞ ﾕｲ       

  3   6  315 工藤　衣里　 (2) 秋　田･秋田商       12.67
ｸﾄﾞｳ ｴﾘ         

  4   7  464 髙橋　里奈　 (1) 山　形･米沢中央     12.93
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ         

  5   9   24 田澤　美郷　 (1) 青　森･弘前中央     12.99
ﾀｻﾞﾜ ﾐｻﾄ        

  6   8  567 藁谷　真子　 (2) 福　島･平商         13.11
ﾜﾗｶﾞｲ ﾏｺ        

  7   3  211 半澤　夕菜　 (2) 宮　城･宮城三女     13.29
ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳﾅ       

  2  114 高橋　　茜　 (2) 岩　手･黒沢尻北  DNS 
ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   6  243 小川　梨花　 (2) 宮　城･常盤木学園    12.48
ｵｶﾞﾜ ﾘｶ         

  2   5   28 山下　愛美　 (2) 青　森･弘前実       12.49
ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾐ        

  3   8  135 下澤田　優衣 (1) 岩　手･盛岡市立     12.57
ｼﾓｻﾜﾀﾞ ﾕｲ       

  4   9  576 堀内　沙紀　 (2) 福　島･小高工       12.59
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ         

  5   7  426 高橋　美咲　 (1) 山　形･上山明新館    12.67
ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ        

  6   4  320 石岡　未来　 (1) 秋　田･秋田商       12.82
ｲｼｵｶ ﾐｸ         

  7   3  159 赤坂　美奈　 (2) 岩　手･北上翔南     12.91
ｱｶｻｶ ﾐﾅ         

  8   2  111 古里　彩加　 (2) 岩　手･宮古         13.01
ﾌﾙｻﾄ  ｱﾔｶ       

凡例: DNS:欠    場
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女子   ２００ｍ 予　選(3-2+2)        9月28日 10:40
決　勝               9月28日 12:50

日本高校記録 (HR)　　23.48　中村　宝子　(浜松西･静岡)　　　2006
大 会 記 録　(GR)　　24.83　堀井　夏希　(秋田商･秋田)　　　2004

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.4 1組

  1   5  576 堀内　沙紀　 (2) 福　島･小高工       25.41 Q
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ         

  2   4  426 高橋　美咲　 (1) 山　形･上山明新館    25.68 Q
ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ        

  3   9  315 工藤　衣里　 (2) 秋　田･秋田商       25.75 q
ｸﾄﾞｳ ｴﾘ         

  4   8  224 洞口　美香　 (2) 宮　城･利府         25.87
ﾎﾗｸﾞﾁ ﾐｶ        

  5   7  152 工藤　早紀　 (1) 岩　手･盛岡南       26.28
ｸﾄﾞｳ ｻｷ         

  6   6   58 秋元　文子　 (1) 青　森･黒石商       26.39
ｱｷﾓﾄ ｱﾔｺ        

  7   3  542 記野　江津子 (2) 福　島･葵           26.60
ｷﾉ ｴﾂｺ          

  8   2  476 小野寺　和紗 (2) 山　形･酒田商       26.67
ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｻ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3 2組

  1   6  257 佐藤　　望　 (2) 宮　城･東北         25.31 Q
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ        

  2   4   28 山下　愛美　 (2) 青　森･弘前実       25.80 Q
ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾐ        

  3   3  158 大橋　智実　 (2) 岩　手･北上翔南     26.32
ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾐ        

  4   9  567 藁谷　真子　 (2) 福　島･平商         26.37
ﾜﾗｶﾞｲ ﾏｺ        

  5   2   67 秋元　彩花　 (2) 青　森･木造         26.76
ｱｷﾓﾄ ｱﾔｶ        

  6   8  401 奥田　紫水　 (1) 山　形･山形東       26.99
ｵｸﾀﾞ ｼﾐｽﾞ       

  5  135 下澤田　優衣 (1) 岩　手･盛岡市立  DNS 
ｼﾓｻﾜﾀﾞ ﾕｲ       

  7  309 平塚　夢乃　 (2) 秋　田･秋田中央  DNS 
ﾋﾗﾂｶ ﾕﾒﾉ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1 3組

  1   4  243 小川　梨花　 (2) 宮　城･常盤木学園    25.52 Q
ｵｶﾞﾜ ﾘｶ         

  2   3  366 佐々木　歩佳 (1) 秋　田･横手清陵学    25.76 Q
ｻｻｷ ｱﾕｶ         

  3   7  546 齋藤　衿香　 (2) 福　島･会津学鳳     25.76 q
ｻｲﾄｳ ｴﾘｶ        

  4   2  220 鎌田　三夢　 (2) 宮　城･利府         26.15
ｶﾏﾀﾞ ﾐﾑ         

  5   6  455 柿崎　美里　 (2) 山　形･九里学園     26.19
ｶｷｻﾞｷ ﾐｻﾄ       

  6   9  109 臼澤　友美　 (2) 岩　手･釜石         26.25
ｳｽｻﾞﾜ  ﾄﾓﾐ      

  7   8   38 町屋　めぐみ (2) 青　森･八戸         26.78
ﾏﾁﾔ ﾒｸﾞﾐ        

  5  320 石岡　未来　 (1) 秋　田･秋田商    DNS 
ｲｼｵｶ ﾐｸ         

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   4  576 堀内　沙紀　 (2) 福　島･小高工       24.95
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ         

  2   6  257 佐藤　　望　 (2) 宮　城･東北         25.03
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ        

  3   5  243 小川　梨花　 (2) 宮　城･常盤木学園    25.14
ｵｶﾞﾜ ﾘｶ         

  4   8   28 山下　愛美　 (2) 青　森･弘前実       25.26
ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾐ        

  5   3  546 齋藤　衿香　 (2) 福　島･会津学鳳     25.45
ｻｲﾄｳ ｴﾘｶ        

  6   9  366 佐々木　歩佳 (1) 秋　田･横手清陵学    25.50
ｻｻｷ ｱﾕｶ         

  7   7  426 高橋　美咲　 (1) 山　形･上山明新館    25.60
ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ        

  8   2  315 工藤　衣里　 (2) 秋　田･秋田商       25.91
ｸﾄﾞｳ ｴﾘ         

凡例: DNS:欠    場
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女子   ４００ｍ 予　選(3-2+2)        9月26日 11:30
決　勝               9月26日 13:30

日本高校記録 (HR)　　53.45　柿沼　和恵　(埼玉栄･埼玉)　　1992
大 会 記 録　(GR)　　54.61　丹野　麻美　(郡山東･福島)　　2002

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   4  546 齋藤　衿香　 (2) 福　島･会津学鳳       57.40 Q
ｻｲﾄｳ ｴﾘｶ        

  2   7  273 松川　明里　 (2) 宮　城･石巻           57.67 Q
ﾏﾂｶﾜ ｱｶﾘ        

  3   6  109 臼澤　友美　 (2) 岩　手･釜石           58.29 q
ｳｽｻﾞﾜ  ﾄﾓﾐ      

  4   5   38 町屋　めぐみ (2) 青　森･八戸           59.35
ﾏﾁﾔ ﾒｸﾞﾐ        

  5   3   31 石郷　愛弓　 (2) 青　森･弘前実         59.84
ｲｼｺﾞｳ ｱﾕﾐ       

  6   8  374 井川　未菜美 (2) 秋　田･湯沢北         59.95
ｲｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ        

  7   2  529 鈴木　優花　 (2) 福　島･郡山         1:00.89
ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ        

  8   9  429 土屋　文香　 (2) 山　形･山形城北     1:01.01
ﾂﾁﾔ ﾌﾐｶ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   5  257 佐藤　　望　 (2) 宮　城･東北           56.95 Q
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ        

  2   6  366 佐々木　歩佳 (1) 秋　田･横手清陵学院    57.38 Q
ｻｻｷ ｱﾕｶ         

  3   4  159 赤坂　美奈　 (2) 岩　手･北上翔南       57.45 q
ｱｶｻｶ ﾐﾅ         

  4   3  201 一瀬　輪子　 (2) 宮　城･仙台二         59.87
ｲﾁﾉｾ ﾘﾝｺ        

  5   7  401 奥田　紫水　 (1) 山　形･山形東       1:00.04
ｵｸﾀﾞ ｼﾐｽﾞ       

  6   8  520 八木沢　幸子 (2) 福　島･白河旭       1:00.21
ﾔｷﾞｻﾜ ｻﾁｺ       

  7   2  112 中沢　実菜美 (2) 岩　手･宮古         1:00.50
ﾅｶｻﾞﾜ  ﾐﾅﾐ      

  9    1 野宮　瑞希　 (2) 青　森･青森        DNS 
ﾉﾐﾔ ﾐｽﾞｷ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   4  309 平塚　夢乃　 (2) 秋　田･秋田中央       55.83 Q
ﾋﾗﾂｶ ﾕﾒﾉ        

  2   9  220 鎌田　三夢　 (2) 宮　城･利府           59.21 Q
ｶﾏﾀﾞ ﾐﾑ         

  3   7   58 秋元　文子　 (1) 青　森･黒石商         59.48
ｱｷﾓﾄ ｱﾔｺ        

  4   8  132 細田　友里絵 (2) 岩　手･盛岡四         59.52
ﾎｿﾀﾞ ﾕﾘｴ        

  5   2  342 明石　彩子　 (2) 秋　田･大館国際情報    59.61
ｱｶｼ ｱﾔｺ         

  6   5  455 柿崎　美里　 (2) 山　形･九里学園       59.81
ｶｷｻﾞｷ ﾐｻﾄ       

  7   6  542 記野　江津子 (2) 福　島･葵           1:00.00
ｷﾉ ｴﾂｺ          

  8   3  405 秋田　恵梨　 (2) 山　形･山形北       1:00.79
ｱｷﾀ ｴﾘ          

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   4  309 平塚　夢乃　 (2) 秋　田･秋田中央       55.69

ﾋﾗﾂｶ ﾕﾒﾉ        
  2   5  257 佐藤　　望　 (2) 宮　城･東北           55.81

ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ        
  3   7  546 齋藤　衿香　 (2) 福　島･会津学鳳       56.85

ｻｲﾄｳ ｴﾘｶ        
  4   2  159 赤坂　美奈　 (2) 岩　手･北上翔南       57.48

ｱｶｻｶ ﾐﾅ         
  5   9  273 松川　明里　 (2) 宮　城･石巻           57.86

ﾏﾂｶﾜ ｱｶﾘ        
  6   6  366 佐々木　歩佳 (1) 秋　田･横手清陵学院    58.04

ｻｻｷ ｱﾕｶ         
  7   8  220 鎌田　三夢　 (2) 宮　城･利府           58.45

ｶﾏﾀﾞ ﾐﾑ         
  8   3  109 臼澤　友美　 (2) 岩　手･釜石           58.60

ｳｽｻﾞﾜ  ﾄﾓﾐ      

凡例: DNS:欠    場
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女子   ８００ｍ 予　選(3-2+2)        9月28日 10:04
決　勝               9月28日 13:20

日本高校記録 (HR)　　2:04.00　西村　美樹　(東京･東京)　　2000
大 会 記 録　(GR)　　2:12.78　髙野　未来　(東北･宮城)　　2006

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   5  132 細田　友里絵 (2) 岩　手･盛岡四     2:17.59 Q
ﾎｿﾀﾞ ﾕﾘｴ        

  2   8  479 池田　理紗　 (2) 山　形･酒田東     2:18.06 Q
ｲｹﾀﾞ ﾘｻ         

  3   6  274 原田　真衣　 (2) 宮　城･石巻       2:19.03 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ         

  4   4   15 佐藤　詩織　 (2) 青　森･青森山田   2:19.60
ｻﾄｳ ｼｵﾘ         

  5   9  525 近藤　　茜　 (1) 福　島･白河旭     2:22.60
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｶﾈ       

  6   7  342 明石　彩子　 (2) 秋　田･大館国際情  2:23.48
ｱｶｼ ｱﾔｺ         

  7   2   25 工藤　真子　 (2) 青　森･弘前中央   2:23.78
ｸﾄﾞｳ ﾏｺ         

  8   3  126 佐々木　渚　 (1) 岩　手･盛岡一     2:24.21
ｻｻｷ ﾅｷﾞｻ        

  400m

  組

予　選

 1

予　選

 2

予　選

 3

決　勝

  132

   1:07

  431

   1:06

  434

   1:05

  434

   1:06

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   6  431 鈴木　　栞　 (1) 山　形･山形城北   2:19.97 Q
ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ        

  2   5  337 山口　すずか (2) 秋　田･大館桂     2:20.64 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ      

  3   3  302 杉山　香琳　 (2) 秋　田･秋田       2:23.43
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾘﾝ       

  4   7  530 太田　遥子　 (2) 福　島･郡山       2:24.39
ｵｵﾀ ﾖｳｺ         

  5   9  105 佐藤　綾美　 (2) 岩　手･花巻北     2:25.13
ｻﾄｳ ｱﾔﾐ         

  2  254 岡崎　菜未　 (1) 宮　城･仙台育英  DNS 
ｵｶｻﾞｷ ﾅﾐ        

  4  249 水谷　優香子 (1) 宮　城･常盤木学園 DNS 
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｶｺ       

  8   13 髙木　佑里　 (2) 青　森･青森山田  DNS 
ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾘ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   4  434 佐藤　浩華　 (1) 山　形･山形城北   2:18.73 Q
ｻﾄｳ ﾋﾛｶ         

  2   2  404 原田　初美　 (2) 山　形･山形北     2:19.32 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾂﾐ        

  3   8  240 小池　彩加　 (1) 宮　城･聖和学園   2:19.44 q
ｺｲｹ ｱﾔｶ         

  4   7  133 星合　萌絵　 (1) 岩　手･盛岡四     2:20.27
ﾎｼｱｲ ﾓｴ         

  5   3  523 長谷部　里美 (2) 福　島･白河旭     2:20.46
ﾊｾﾍﾞ ｻﾄﾐ        

  6   6   39 加藤　佑佳　 (2) 青　森･八戸       2:20.85
ｶﾄｳ ﾕｶ          

  7   9  369 伊藤　真祐子 (2) 秋　田･角館       2:21.07
ｲﾄｳ ﾏﾕｺ         

  8   5  531 安齋　志保　 (1) 福　島･郡山       2:25.73
ｱﾝｻﾞｲ ｼﾎ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   6  132 細田　友里絵 (2) 岩　手･盛岡四     2:14.48

ﾎｿﾀﾞ ﾕﾘｴ        
  2   4  479 池田　理紗　 (2) 山　形･酒田東     2:17.52

ｲｹﾀﾞ ﾘｻ         
  3   5  434 佐藤　浩華　 (1) 山　形･山形城北   2:18.11

ｻﾄｳ ﾋﾛｶ         
  4   7  431 鈴木　　栞　 (1) 山　形･山形城北   2:18.23

ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ        
  5   3  274 原田　真衣　 (2) 宮　城･石巻       2:18.78

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ         
  6   8  404 原田　初美　 (2) 山　形･山形北     2:18.88

ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾂﾐ        
  7   2  240 小池　彩加　 (1) 宮　城･聖和学園   2:22.72

ｺｲｹ ｱﾔｶ         
  8   9  337 山口　すずか (2) 秋　田･大館桂     2:23.17

ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ      

凡例: DNS:欠    場
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女子   １５００ｍ 予　選(2-4+4)        9月26日 10:45
決　勝               9月26日 14:10

日本高校記録 (HR)　　4:07.86　小林　祐梨子　　　(須磨学園･兵庫)　　2006
大 会 記 録　(GR)　　4:34.45　ベロニカ・カニー　(青森山田･青森)　　2004

予　選(2組4着+4)

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   4   14 尾﨑　梨乃　 (2) 青　森･青森山田     4:44.47 Q
ｵｻﾞｷ ﾘﾉ         

  2   3  539 鈴木　千香子 (2) 福　島･学法石川     4:44.52 Q
ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ        

  3   1  305 熊谷　のどか (2) 秋　田･秋田南       4:44.80 Q
ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾄﾞｶ      

  4   7   35 千秋　　恵　 (2) 青　森･三沢         4:45.02 Q
ﾁｱｷ ﾒｸﾞﾐ        

  5   2  428 近藤　香澄　 (2) 山　形･山形城北     4:45.74 q
ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾐ       

  6   5  136 佐藤　　藍　 (2) 岩　手･盛岡女       4:47.43 q
ｻﾄｳ ｱｲ          

  7  12  514 根本　里奈　 (2) 福　島･安達         4:51.84
ﾈﾓﾄ ﾘﾅ          

  8  11  462 山口　美里樹 (1) 山　形･九里学園     4:55.75
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ       

  9   8  106 林　　　澪　 (2) 岩　手･花巻北       4:58.92
ﾊﾔｼ ﾐｵ          

 10  10  359 柿崎　比呂実 (1) 秋　田･横手         5:05.62
ｶｷｻﾞｷ ﾋﾛﾐ       

 11   9  242 菊地　　悠　 (1) 宮　城･聖和学園     5:07.01
ｷｸﾁ ﾊﾙｶ         

 12   6  253 熊谷　ゆりあ (1) 宮　城･仙台育英     5:11.55
ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾘｱ       

  400m   800m  1200m 組

予　選
 1

予　選
 2

決　勝

  428

   1:17

  539

   2:33

  539

   3:49

  236

   1:19

  538

   2:36

  538

   3:52

   22

   1:08

   22

   2:20

   22

   3:32

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   1   22 ｼﾞｪｰﾝ ﾜﾝｼﾞｬ　(1) 青　森･青森山田     4:47.50 Q
ｼﾞｪｰﾝ ﾜﾝｼﾞｬ     

  2  10   51 松山莉々華　 (2) 青　森･光星学院     4:47.58 Q
ﾏﾂﾔﾏ ﾘﾘｶ        

  3   6  538 遠藤　菜央　 (2) 福　島･学法石川     4:47.89 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ        

  4   2  107 伊藤　麻里子 (2) 岩　手･花巻北       4:49.00 Q
ｲﾄｳ ﾏﾘｺ         

  5   5  403 斉藤　道子　 (2) 山　形･山形北       4:49.42 q
ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ        

  6   7  353 佐藤　萌香　 (2) 秋　田･鷹巣         4:49.81 q
ｻﾄｳ ﾓｴｶ         

  7   9  515 古川　知実　 (1) 福　島･安積         4:50.37
ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ        

  8   8  443 大場　杏莉　 (1) 山　形･東海大山形   4:52.79
ｵｵﾊﾞ ｱﾝﾘ        

  9  11  133 星合　萌絵　 (1) 岩　手･盛岡四       4:52.82
ﾎｼｱｲ ﾓｴ         

 10   4  337 山口　すずか (2) 秋　田･大館桂       4:54.57
ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ      

 11   3  203 大谷　　澪　 (2) 宮　城･宮城二女     4:54.78
ｵｵﾀﾆ ﾐｵ         

 12  12  236 佐々木　華奈 (2) 宮　城･聖和学園     5:01.35
ｻｻｷ ｶﾅ          

決　勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   5   22 ｼﾞｪｰﾝ ﾜﾝｼﾞｬ　(1) 青　森･青森山田     4:23.24 NGR 

ｼﾞｪｰﾝ ﾜﾝｼﾞｬ     
  2   3   14 尾﨑　梨乃　 (2) 青　森･青森山田     4:33.46 NGR 

ｵｻﾞｷ ﾘﾉ         
  3  11  539 鈴木　千香子 (2) 福　島･学法石川     4:35.07

ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ        
  4   4  538 遠藤　菜央　 (2) 福　島･学法石川     4:38.62

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ        
  5   8   35 千秋　　恵　 (2) 青　森･三沢         4:41.06

ﾁｱｷ ﾒｸﾞﾐ        
  6   9   51 松山莉々華　 (2) 青　森･光星学院     4:41.18

ﾏﾂﾔﾏ ﾘﾘｶ        
  7   1  305 熊谷　のどか (2) 秋　田･秋田南       4:48.68

ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾄﾞｶ      
  8   7  136 佐藤　　藍　 (2) 岩　手･盛岡女       4:49.39

ｻﾄｳ ｱｲ          
  9  12  403 斉藤　道子　 (2) 山　形･山形北       4:53.74

ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ        
 10   6  107 伊藤　麻里子 (2) 岩　手･花巻北       4:54.71

ｲﾄｳ ﾏﾘｺ         
 11  10  353 佐藤　萌香　 (2) 秋　田･鷹巣         4:58.07

ｻﾄｳ ﾓｴｶ         
  2  428 近藤　香澄　 (2) 山　形･山形城北    DNS 

ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾐ       

凡例: NGR:大会新記録／ DNS:欠    場
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女子   ３０００ｍ 決　勝               9月27日 13:15

日本高校記録 (HR)　　8:52.33　小林　祐梨子　(須磨学園･兵庫)　　2005
大 会 記 録　(GR)　　9:30.55　境田　　遙　　(磐城･福島)　　　　2004

決　勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   1   22 ｼﾞｪｰﾝ ﾜﾝｼﾞｬ　(1) 青　森･青森山田   9:35.71

ｼﾞｪｰﾝ ﾜﾝｼﾞｬ     
  2   9   14 尾﨑　梨乃　 (2) 青　森･青森山田   9:51.14

ｵｻﾞｷ ﾘﾉ         
  3  19  540 菊地　美希　 (2) 福　島･田村       9:54.51

ｷｸﾁ ﾐｷ          
  4   7  538 遠藤　菜央　 (2) 福　島･学法石川  10:00.49

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ        
  5   3  427 井上　まどか (2) 山　形･山形城北  10:01.90

ｲﾉｳｴ ﾏﾄﾞｶ       
  6   2  539 鈴木　千香子 (2) 福　島･学法石川  10:04.41

ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ        
  7  16   35 千秋　　恵　 (2) 青　森･三沢      10:06.53

ﾁｱｷ ﾒｸﾞﾐ        
  8   4  141 堀口　観奈　 (2) 岩　手･盛岡女    10:06.75

ﾎﾘｸﾞﾁ ｶﾝﾅ       
  9  20   55 三上　柚花　 (2) 青　森･黒石      10:06.96

ﾐｶﾐ ﾕｶ          
 10  14  146 吉田　奈未　 (1) 岩　手･盛岡女    10:08.11

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾐ         
 11  10  252 吉田　夏実　 (1) 宮　城･仙台育英  10:11.91

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ        
 12  15  277 鈴木　絢子　 (2) 宮　城･古川黎明  10:15.30

ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ        
 13   5  251 北山　愛理　 (1) 宮　城･仙台育英  10:19.57

ｷﾀﾔﾏ ｴﾘ         
 14   6  305 熊谷　のどか (2) 秋　田･秋田南    10:22.76

ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾄﾞｶ      
 15  17  403 斉藤　道子　 (2) 山　形･山形北    10:24.80

ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ        
 16  13  515 古川　知実　 (1) 福　島･安積      10:25.46

ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ        
 17  11  478 伊藤　夏織　 (1) 山　形･酒田南    10:30.58

ｲﾄｳ ｶｵﾘ         
 18   8  107 伊藤　麻里子 (2) 岩　手･花巻北    10:31.72

ｲﾄｳ ﾏﾘｺ         
 19  18  353 佐藤　萌香　 (2) 秋　田･鷹巣      10:37.42

ｻﾄｳ ﾓｴｶ         
 20  24  359 柿崎　比呂実 (1) 秋　田･横手      10:40.90

ｶｷｻﾞｷ ﾋﾛﾐ       
 21  21  204 山田　有実恵 (2) 宮　城･宮城二女  10:41.53

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐｴ        
 22  22  440 岸　　有理　 (1) 山　形･東海大山形 10:47.75

ｷｼ ﾕｳﾘ          
 23  12  331 熊谷　恵実　 (2) 秋　田･本荘      11:16.41

ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐ        
 23  102 高橋　梨紗　 (2) 岩　手･花巻東    DNS 

ﾀｶﾊｼ ﾘｻ         

 1000m  2000m 組

決　勝    22

   3:07

   22

   6:20

凡例: DNS:欠    場
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女子   １００ｍＨ 予　選(3-2+2)        9月26日 10:20
決　勝               9月26日 13:00

日本高校記録 (HR)　　13.39　寺田　明日香　(恵庭北･北海道)　　　2007
大 会 記 録　(GR)　　14.42　相馬　絵里子　(秋田和洋女子･秋田)　2008
ハードルの高さ　　　0.840m

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.9 1組

  1   4  131 高橋　さとみ (2) 岩　手･盛岡四         14.92 Q
ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ        

  2   8  557 手代木　郁実 (2) 福　島･若松商         15.04 Q
ﾃｼﾛｷﾞ ｲｸﾐ       

  3   5  210 木戸　晴生　 (2) 宮　城･宮城三女       15.09 q
ｷﾄﾞ ｾｲﾏ         

  4   3  216 大内　春奈　 (2) 宮　城･仙台南         15.26 q
ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾅ        

  5   6  304 嶋崎　恭子　 (1) 秋　田･秋田北         15.50
ｼﾏｻﾞｷ ｷｮｳｺ      

  6   7  423 清野　文翔　 (2) 山　形･上山明新館     15.97
ｾｲﾉ ｱﾔｶ         

  7   2  128 川戸　千明　 (2) 岩　手･盛岡三         16.98
ｶﾜﾄ ﾁｱｷ         

  9    9 荻原　佑梨　 (1) 青　森･青森北      DNS 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾘ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.1 2組

  1   5  453 浅井　智佐　 (2) 山　形･九里学園       14.61 Q
ｱｻｲ ﾁｻ          

  2   4  308 河田　　萌　 (2) 秋　田･秋田中央       14.71 Q
ｶﾜﾀ ﾓｴ          

  3   9  221 後藤　望実　 (2) 宮　城･利府           15.43
ｺﾞﾄｳ ﾉｿﾞﾐ       

  4   8  161 阿部　綾香　 (1) 岩　手･北上翔南       15.67
ｱﾍﾞ ｱﾔｶ         

  5   7   27 工藤　春奈　 (2) 青　森･弘前実         16.28
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ        

  6   3  471 工藤　　愛　 (2) 山　形･鶴岡南         16.31
ｸﾄﾞｳ ｱｲ         

  7   2  316 登藤　歩美　 (2) 秋　田･秋田商         16.38
ﾄﾄﾞｳ ｱﾕﾐ        

  8   6  547 佐藤　美沙紀 (2) 福　島･会津学鳳       23.19
ｻﾄｳ ﾐｻｷ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.2 3組

  1   7  233 谷口　祥子　 (2) 宮　城･聖和学園       15.00 Q
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｺ      

  2   8  317 米田　真理　 (2) 秋　田･秋田商         15.43 Q
ﾖﾈﾀ ﾏﾘ          

  3   5   19 佐藤　琴美　 (1) 青　森･青森山田       15.49
ｻﾄｳ ｺﾄﾐ         

  4   6  156 高橋　実紅　 (2) 岩　手･不来方         15.88
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ         

  5   2  571 中野　茉菜　 (2) 福　島･磐城桜が丘     16.01
ﾅｶﾉ ﾏﾅ          

  6   3    2 工藤　　愛　 (2) 青　森･青森           16.74
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ         

  4  558 伊藤　　彩　 (2) 福　島･喜多方      DNS 
ｲﾄｳ ｱﾔ          

  9  456 遠藤　紗耶香 (2) 山　形･九里学園    DNS 
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ       

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.0

  1   4  453 浅井　智佐　 (2) 山　形･九里学園       14.24 NGR 
ｱｻｲ ﾁｻ          

  2   5  308 河田　　萌　 (2) 秋　田･秋田中央       14.64
ｶﾜﾀ ﾓｴ          

  3   3  210 木戸　晴生　 (2) 宮　城･宮城三女       14.69
ｷﾄﾞ ｾｲﾏ         

  4   2  216 大内　春奈　 (2) 宮　城･仙台南         14.73
ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾅ        

  5   7  131 高橋　さとみ (2) 岩　手･盛岡四         14.88
ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ        

  6   6  233 谷口　祥子　 (2) 宮　城･聖和学園       15.01
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｺ      

  7   8  557 手代木　郁実 (2) 福　島･若松商         15.34
ﾃｼﾛｷﾞ ｲｸﾐ       

  8   9  317 米田　真理　 (2) 秋　田･秋田商         15.60
ﾖﾈﾀ ﾏﾘ          

凡例: DNS:欠    場／ NGR:大会新記録
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女子   ４００ｍＨ 予　選(3-2+2)        9月27日 11:02
決　勝               9月27日 13:40

日本高校記録 (HR)　　57.65　山形　依希子　(敦賀･福井)　　　　1992
大 会 記 録　(GR)　1:02.13　千葉　　　緑　(弘前中央･青森)　　2006
ハードルの高さ　　　0.762m

予　選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   4  216 大内　春奈　 (2) 宮　城･仙台南     1:02.62 Q
ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾅ        

  2   5  324 大柄　千波　 (2) 秋　田･秋田和洋女  1:03.91 Q
ｵｵｶﾞﾗ ﾁﾅﾐ       

  3   6  423 清野　文翔　 (2) 山　形･上山明新館  1:04.10 q
ｾｲﾉ ｱﾔｶ         

  4   2  201 一瀬　輪子　 (2) 宮　城･仙台二     1:06.59
ｲﾁﾉｾ ﾘﾝｺ        

  5   7  520 八木沢　幸子 (2) 福　島･白河旭     1:06.60
ﾔｷﾞｻﾜ ｻﾁｺ       

  6   8    6 舘山　　茜　 (2) 青　森･青森北     1:08.00
ﾀﾃﾔﾏ ｱｶﾈ        

  7   9  112 中沢　実菜美 (2) 岩　手･宮古       1:08.18
ﾅｶｻﾞﾜ  ﾐﾅﾐ      

  8   3  317 米田　真理　 (2) 秋　田･秋田商     1:13.19
ﾖﾈﾀ ﾏﾘ          

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   4  453 浅井　智佐　 (2) 山　形･九里学園   1:04.96 Q
ｱｻｲ ﾁｻ          

  2   8  268 増田　里子　 (2) 宮　城･角田       1:05.75 Q
ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｺ        

  3   7  139 柴田　幸恵　 (2) 岩　手･盛岡女     1:06.27
ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｴ        

  4   9  308 河田　　萌　 (2) 秋　田･秋田中央   1:06.53
ｶﾜﾀ ﾓｴ          

  5   5  575 佐藤　理恵　 (2) 福　島･小高工     1:08.38
ｻﾄｳ ﾘｴ          

  6   3  571 中野　茉菜　 (2) 福　島･磐城桜が丘  1:08.71
ﾅｶﾉ ﾏﾅ          

  7   6    1 野宮　瑞希　 (2) 青　森･青森       1:09.40
ﾉﾐﾔ ﾐｽﾞｷ        

  8   2  449 髙橋　円佳　 (1) 山　形･新庄神室産  1:12.06
ﾀｶﾊｼ ﾏﾄﾞｶ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   7  301 中泉　琴乃　 (2) 秋　田･秋田       1:04.17 Q
ﾅｶｲｽﾞﾐ ｺﾄﾉ      

  2   5  161 阿部　綾香　 (1) 岩　手･北上翔南   1:04.19 Q
ｱﾍﾞ ｱﾔｶ         

  3   6  210 木戸　晴生　 (2) 宮　城･宮城三女   1:05.26 q
ｷﾄﾞ ｾｲﾏ         

  4   4   31 石郷　愛弓　 (2) 青　森･弘前実     1:06.07
ｲｼｺﾞｳ ｱﾕﾐ       

  5   8  405 秋田　恵梨　 (2) 山　形･山形北     1:06.88
ｱｷﾀ ｴﾘ          

  6   9  559 伊藤　　愛　 (2) 福　島･大沼       1:07.58
ｲﾄｳ ｱｲ          

  7   3  147 澤村　友季　 (2) 岩　手･盛岡南     1:09.99
ｻﾜﾑﾗ ﾕｷ         

  8   2   43 鈴木　倫子　 (2) 青　森･八戸東     1:12.42
ｽｽﾞｷ ﾐﾁｺ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7  216 大内　春奈　 (2) 宮　城･仙台南     1:02.26

ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾅ        
  2   6  453 浅井　智佐　 (2) 山　形･九里学園   1:03.14

ｱｻｲ ﾁｻ          
  3   5  301 中泉　琴乃　 (2) 秋　田･秋田       1:04.15

ﾅｶｲｽﾞﾐ ｺﾄﾉ      
  4   3  423 清野　文翔　 (2) 山　形･上山明新館  1:04.26

ｾｲﾉ ｱﾔｶ         
  5   4  324 大柄　千波　 (2) 秋　田･秋田和洋女  1:04.33

ｵｵｶﾞﾗ ﾁﾅﾐ       
  6   8  268 増田　里子　 (2) 宮　城･角田       1:04.41

ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｺ        
  7   2  210 木戸　晴生　 (2) 宮　城･宮城三女   1:04.48

ｷﾄﾞ ｾｲﾏ         
  8   9  161 阿部　綾香　 (1) 岩　手･北上翔南   1:06.16

ｱﾍﾞ ｱﾔｶ         
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女子   ３０００ｍＷ 決　勝               9月26日 12:20

日本高校記録 (HR)　　12:42.96　岡田　久美子　(熊谷女･埼玉)　　2008
大 会 記 録　(GR)　　14:13.82　鈴木　奏美　　(小高工･福島)　　2003

決　勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   1   20 竹ヶ原　一恵 (1)  青　森･青森山田    14:42.53

ﾀｹｶﾞﾊﾗ ｶｽﾞｴ       
  2   5  414 廣谷　　望　 (2)  山　形･上山明新館  14:44.67

ﾋﾛﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ         
  3  13   17 小野　莉沙　 (1)  青　森･青森山田    14:52.72

ｵﾉ ﾘｻ             
  4  14  160 中川　文花　 (2)  岩　手･北上翔南    14:53.59

ﾅｶｶﾞﾜ ﾌﾐｶ         
  5   4  267 真壁　里美　 (2)  宮　城･柴田        14:58.51

ﾏｶﾍﾞ ｻﾄﾐ          
  6   2  105 佐藤　綾美　 (2)  岩　手･花巻北      15:05.15

ｻﾄｳ ｱﾔﾐ           
  7  19   56 廣田　美和　 (2)  青　森･黒石        15:16.97

ﾋﾛﾀ ﾐﾜ            
  8   8  115 名須川　美聡 (2)  岩　手･黒沢尻北    15:27.13

ﾅｽｶﾜ ﾐｻﾄ          
  9  10  246 野崎　　茜　 (2)  宮　城･常盤木学園  15:29.98

ﾉｻﾞｷ ｱｶﾈ          
 10   3  355 大山　初実　 (2)  秋　田･能代商      15:40.39

ｵｵﾔﾏ ﾊﾂﾐ          
 11  11  372 須田　百合子 (2)  秋　田･六郷        15:40.83

ｽﾀﾞ ﾕﾘｺ           
 12   9  451 大池　響子　 (2)  山　形･米沢興譲館  16:13.51

ｵｵｲｹ ｷｮｳｺ         
 13   6  512 齋藤　　愛　 (2)  福　島･保原        16:16.92

ｻｲﾄｳ ﾏﾅ           
 14  16  577 湊　裕貴子　 (1)  福　島･小高工      16:19.01

ﾐﾅﾄ ﾕｷｺ           
 15  20  168 菊池　　茜　 (2)  岩　手･専修大北上  16:31.80

ｷｸﾁ ｱｶﾈ           
 16  12  548 塩生　　萌　 (2)  福　島･会津学鳳    16:34.32

ｼｵﾆｭｳ ﾓｴ          
 17  22  370 北村　知絵　 (2)  秋　田･角館南      16:36.06

ｷﾀﾑﾗ ﾁｴ           
 18  21  265 片平　　萌　 (2)  宮　城･白石女      16:45.60

ｶﾀﾋﾗ ﾓｴ           
 19  17  371 小沼　千晶　 (2)  秋　田･角館南      16:48.80

ｺﾇﾏ ﾁｱｷ           
 20  18  438 笠原　綾乃　 (2)  山　形･東海大山形  17:18.06

ｶｻﾊﾗ ｱﾔﾉ          
 21  24  422 関　　修子　 (2)  山　形･上山明新館  17:26.87

ｾｷ ｼｭｳｺ           
 22  23  502 仙浪　怜奈　 (2)  福　島･橘          19:22.26

ｾﾝﾅﾐ ﾚﾅ           
  7   53 間山　冬美　 (2)  青　森･黒石              DSQ DQ1 

ﾏﾔﾏ ﾄﾓﾐ           
 15  237 佐野　春香　 (2)  宮　城･聖和学園          DSQ DQ1 

ｻﾉ ﾊﾙｶ            

 1000m  2000m 組

決　勝    20

   4:53

   20

   9:43

凡例: DSQ:失    格／ DQ1:ﾛｽｵﾌﾞｺﾝﾀｸﾄ
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女子   ４×１００ｍ 予　選(3-2+2)        9月26日 15:10
決　勝               9月27日 12:50

日本高校記録 (HR)　　45.72　埼玉栄・埼玉　(長島･本山･泰･柿沼)　　1992
大 会 記 録　(GR)　　47.85　東　北・宮城　(照井･林･山本･渡部)　　2007

予　選(3組2着+2)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 秋田商           316 登藤　歩美　 (2) ﾄﾄﾞｳ ｱﾕﾐ           48.86 Q

ｱｷﾀｼｮｳ           315 工藤　衣里　 (2) ｸﾄﾞｳ ｴﾘ         
 317 米田　真理　 (2) ﾖﾈﾀ ﾏﾘ          
 320 石岡　未来　 (1) ｲｼｵｶ ﾐｸ         

  2   5 九里学園         459 外山　佳奈　 (1) ｿﾃﾞﾔﾏ ｶﾅ           49.22 Q
ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ         453 浅井　智佐　 (2) ｱｻｲ ﾁｻ          

 463 佐藤　　愛　 (1) ｻﾄｳ ﾋｶﾘ         
 455 柿崎　美里　 (2) ｶｷｻﾞｷ ﾐｻﾄ       

  3   9 常盤木学園       250 半澤　あやか (1) ﾊﾝｻﾞﾜ ｱﾔｶ          49.46 q
ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ       243 小川　梨花　 (2) ｵｶﾞﾜ ﾘｶ         

 247 鈴木　綾奈　 (1) ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ        
 245 須藤　　優　 (2) ｽﾄﾞｳ ﾕｳ         

  4   8 盛岡南           151 石羽根　瞳　 (1) ｲｼﾊﾞﾈ ﾋﾄﾐ          50.29
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ          152 工藤　早紀　 (1) ｸﾄﾞｳ ｻｷ         

 147 澤村　友季　 (2) ｻﾜﾑﾗ ﾕｷ         
 149 島内　里穂　 (2) ｼﾏｳﾁ ﾘﾎ         

  5   6 平商             568 長瀬　優希　 (1) ﾅｶﾞｾ ﾕｳｷ           50.31
ﾀｲﾗｼｮｳ           570 丹野　未香　 (1) ﾀﾝﾉ ﾐｶ          

 567 藁谷　真子　 (2) ﾜﾗｶﾞｲ ﾏｺ        
 564 小野寺　千明 (2) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾁｱｷ       

  6   7 黒石商            59 高樋　ひかる (1) ﾀｶﾋ ﾋｶﾙ            50.33
ｸﾛｲｼｼｮｳ           58 秋元　文子　 (1) ｱｷﾓﾄ ｱﾔｺ        

  60 工藤　観月　 (1) ｸﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ       
  57 福士　紗恵　 (1) ﾌｸｼ ｻｴ          

  7   2 秋田和洋女子     328 山口　木綿　 (1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ           50.47
ｱｷﾀﾜﾖｳｼﾞｮｼ       324 大柄　千波　 (2) ｵｵｶﾞﾗ ﾁﾅﾐ       

 326 石郷岡　真紀 (1) ｲｼｺﾞｳｶ ﾏｷ       
 327 山田　　怜　 (1) ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲ         

  8   3 東海大山形       436 羽島　知里　 (2) ﾊｼﾏ ﾁｻﾄ            52.00
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ  439 山口　真美　 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ        

 442 若月　未来　 (1) ﾜｶﾂｷ ﾐﾗｲ        
 441 八月朔日美咲 (1) ﾎｳｽﾞﾐ ﾐｻｷ       

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 郡山東           532 江戸　かすみ (2) ｴﾄﾞ ｶｽﾐ            49.08 Q

ｺｵﾘﾔﾏﾋｶﾞｼ        533 江戸　かなみ (2) ｴﾄﾞ ｶﾅﾐ         
 536 阿部　利沙子 (1) ｱﾍﾞ ﾘｻｺ         
 535 六角　美紅　 (2) ﾛｯｶｸ ﾐｸ         

  2   7 利府             220 鎌田　三夢　 (2) ｶﾏﾀﾞ ﾐﾑ            49.12 Q
ﾘﾌ               224 洞口　美香　 (2) ﾎﾗｸﾞﾁ ﾐｶ        

 222 高橋　千里　 (2) ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ        
 225 相澤　果歩　 (1) ｱｲｻﾞﾜ ｶﾎ        

  3   5 弘前実            27 工藤　春奈　 (2) ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ           49.55
ﾋﾛｻｷｼﾞﾂ           28 山下　愛美　 (2) ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾐ        

  29 佐々木　結　 (2) ｻｻｷ ﾕｲ          
  26 木村　綾花　 (2) ｷﾑﾗ ｱﾔｶ         

  4   6 北上翔南         164 鈴木　あやの (1) ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ           50.02
ｷﾀｶﾐｼｮｳﾅﾝ        159 赤坂　美奈　 (2) ｱｶｻｶ ﾐﾅ         

 158 大橋　智実　 (2) ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾐ        
 161 阿部　綾香　 (1) ｱﾍﾞ ｱﾔｶ         

  5   2 白河旭           527 田嶋　優香　 (1) ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｶ           50.06
ｼﾗｶﾜｱｻﾋ          520 八木沢　幸子 (2) ﾔｷﾞｻﾜ ｻﾁｺ       

 523 長谷部　里美 (2) ﾊｾﾍﾞ ｻﾄﾐ        
 522 佐藤　麻葵　 (2) ｻﾄｳ ﾏｷ          

  6   8 秋田中央         310 梅津　舞子　 (2) ｳﾒﾂ ﾏｲｺ            51.13
ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ         308 河田　　萌　 (2) ｶﾜﾀ ﾓｴ          

 312 小路　美幸　 (1) ｼｮｳｼﾞ ﾐﾕｷ       
 313 中津川　慧実 (1) ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｻﾄﾐ      

  7   3 八戸              41 木津　桃子　 (1) ｷﾂﾞ ﾓﾓｺ            51.61
ﾊﾁﾉﾍ              38 町屋　めぐみ (2) ﾏﾁﾔ ﾒｸﾞﾐ        

  40 冨田　詩織　 (2) ﾄﾐﾀ ｼｵﾘ         
  42 天間　ゆきの (1) ﾃﾝﾏ ﾕｷﾉ         

  8   9 長井             466 鈴木　乃里子 (2) ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ           51.98
ｹﾝﾘﾂﾅｶﾞｲ         465 男鹿　眞樹　 (2) ｵｼﾞｶ ﾏｷ         

 470 金子　莉紗　 (1) ｶﾈｺ ﾘｻ          
 469 小形　聡美　 (1) ｵｶﾞﾀ ｻﾄﾐ        
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 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 東北             256 菅原　ほたる (2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾎﾀﾙ          49.02 Q

ﾄｳﾎｸ             257 佐藤　　望　 (2) ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ        
 258 佐藤　萌実　 (2) ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ        
 260 本郷　佳奈美 (2) ﾎﾝｺﾞｳ ｶﾅﾐ       

  2   4 盛岡女           137 水賀美　志保 (2) ﾐｽﾞｶﾞﾐ ｼﾎ          49.26 Q
ﾓﾘｵｶｼﾞｮｼ         145 佐藤　千恵　 (1) ｻﾄｳ ﾁｴ          

 139 柴田　幸恵　 (2) ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｴ        
 140 三田地　彩　 (2) ﾐﾀﾁ ｱﾔ          

  3   3 宮城三女         212 佐々木　愛莉 (1) ｻｻｷ ｴﾘ             49.51 q
ﾐﾔｷﾞﾀﾞｲｻﾝｼﾞｮｼ    211 半澤　夕菜　 (2) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳﾅ       

 210 木戸　晴生　 (2) ｷﾄﾞ ｾｲﾏ         
 215 佐藤　陽奈子 (1) ｻﾄｳ ﾋﾅｺ         

  4   6 横手清陵学院     365 小松　英恵　 (1) ｺﾏﾂ ﾊﾅｴ            49.66
ﾖｺﾃｾｲﾘｮｳｶﾞｸｲﾝ    363 武内　藍美　 (2) ﾀｹｳﾁ ｱｲﾐ        

 367 佐藤　眞実子 (1) ｻﾄｳ ﾏﾐｺ         
 366 佐々木　歩佳 (1) ｻｻｷ ｱﾕｶ         

  5   7 山形北           409 髙嶋　桃子　 (2) ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｺ           50.11
ﾔﾏｶﾞﾀｷﾀ          412 堀　紗貴乃　 (1) ﾎﾘ ｻｷﾉ          

 407 山口　結莉　 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘ        
 413 丹　　　恵　 (1) ﾀﾝ ﾒｸﾞﾐ         

  6   8 会津学鳳         549 星　　綾翔　 (2) ﾎｼ ｱﾔｶ             50.32
ｱｲﾂﾞｶﾞｸﾎｳ        551 渡部　未来　 (1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ        

 546 齋藤　衿香　 (2) ｻｲﾄｳ ｴﾘｶ        
 547 佐藤　美沙紀 (2) ｻﾄｳ ﾐｻｷ         

  7   2 盛岡一           125 岡垣　星奈　 (1) ｵｶｶﾞｷ ｾｲﾅ          50.86
ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｲﾁ        127 松橋　ひかる (1) ﾏﾂﾊｼ ﾋｶﾙ        

 119 三沢　綾女　 (2) ﾐｻﾜ ｱﾔﾒ         
 122 杉山　捺希　 (2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾂｷ       

  8   9 青森北             4 沖沢　優貴　 (2) ｵｷｻﾜ ﾕｳｷ           51.52
ｱｵﾓﾘｷﾀ             8 高橋　直子　 (1) ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ        

  12 濱田　美帆　 (1) ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾎ         
   7 田中　　明　 (2) ﾀﾅｶ ﾒｲ          

決　勝

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7 秋田商           316 登藤　歩美　 (2) ﾄﾄﾞｳ ｱﾕﾐ           48.23

ｱｷﾀｼｮｳ           315 工藤　衣里　 (2) ｸﾄﾞｳ ｴﾘ         
 317 米田　真理　 (2) ﾖﾈﾀ ﾏﾘ          
 320 石岡　未来　 (1) ｲｼｵｶ ﾐｸ         

  2   6 郡山東           532 江戸　かすみ (2) ｴﾄﾞ ｶｽﾐ            48.24
ｺｵﾘﾔﾏﾋｶﾞｼ        533 江戸　かなみ (2) ｴﾄﾞ ｶﾅﾐ         

 536 阿部　利沙子 (1) ｱﾍﾞ ﾘｻｺ         
 535 六角　美紅　 (2) ﾛｯｶｸ ﾐｸ         

  3   5 東北             256 菅原　ほたる (2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾎﾀﾙ          48.51
ﾄｳﾎｸ             257 佐藤　　望　 (2) ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ        

 258 佐藤　萌実　 (2) ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ        
 260 本郷　佳奈美 (2) ﾎﾝｺﾞｳ ｶﾅﾐ       

  4   4 利府             220 鎌田　三夢　 (2) ｶﾏﾀﾞ ﾐﾑ            48.57
ﾘﾌ               224 洞口　美香　 (2) ﾎﾗｸﾞﾁ ﾐｶ        

 222 高橋　千里　 (2) ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ        
 223 二宮　彩瑞　 (2) ﾆﾉﾐﾔ ｱﾔﾐ        

  5   8 九里学園         459 外山　佳奈　 (1) ｿﾃﾞﾔﾏ ｶﾅ           48.75
ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ         453 浅井　智佐　 (2) ｱｻｲ ﾁｻ          

 463 佐藤　　愛　 (1) ｻﾄｳ ﾋｶﾘ         
 455 柿崎　美里　 (2) ｶｷｻﾞｷ ﾐｻﾄ       

  6   3 宮城三女         212 佐々木　愛莉 (1) ｻｻｷ ｴﾘ             49.08
ﾐﾔｷﾞﾀﾞｲｻﾝｼﾞｮｼ    211 半澤　夕菜　 (2) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳﾅ       

 210 木戸　晴生　 (2) ｷﾄﾞ ｾｲﾏ         
 215 佐藤　陽奈子 (1) ｻﾄｳ ﾋﾅｺ         

  7   9 盛岡女           137 水賀美　志保 (2) ﾐｽﾞｶﾞﾐ ｼﾎ          49.62
ﾓﾘｵｶｼﾞｮｼ         145 佐藤　千恵　 (1) ｻﾄｳ ﾁｴ          

 139 柴田　幸恵　 (2) ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｴ        
 140 三田地　彩　 (2) ﾐﾀﾁ ｱﾔ          

  8   2 常盤木学園       250 半澤　あやか (1) ﾊﾝｻﾞﾜ ｱﾔｶ          49.70
ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ       243 小川　梨花　 (2) ｵｶﾞﾜ ﾘｶ         

 247 鈴木　綾奈　 (1) ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ        
 245 須藤　　優　 (2) ｽﾄﾞｳ ﾕｳ         
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女子   ４×４００ｍ 予　選(3-2+2)        9月27日 15:02
決　勝               9月28日 14:32

日本高校記録 (HR)　3:37.86　東大阪大敬愛・大阪　(筬島･新宮･髙橋･三木)　2009
大 会 記 録　(GR)　3:51.27　東　北・宮城　　　　(高橋･林･中條･佐藤)　　2008

予　選(3組2着+2)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   8 石巻             271 津田　奈津樹 (1) ﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ          4:02.05 Q

ｲｼﾉﾏｷ            273 松川　明里　 (2) ﾏﾂｶﾜ ｱｶﾘ        
 272 伊藤　百花　 (2) ｲﾄｳ ﾓﾓｶ         
 274 原田　真衣　 (2) ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ         

  2   4 九里学園         461 長谷川　智子 (1) ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ        4:02.89 Q
ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ         453 浅井　智佐　 (2) ｱｻｲ ﾁｻ          

 454 山口　怜佳　 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｶ       
 455 柿崎　美里　 (2) ｶｷｻﾞｷ ﾐｻﾄ       

  3   6 木造              66 佐々木夕稀乃 (2) ｻｻｷ ﾕｷﾉ          4:03.56 q
ｷﾂﾞｸﾘ             69 新谷　真代　 (2) ｱﾗﾔ ﾏﾖ          

  67 秋元　彩花　 (2) ｱｷﾓﾄ ｱﾔｶ        
  63 大田　晴香　 (1) ｵｵﾀ ﾊﾙｶ         

  4   7 盛岡南           149 島内　里穂　 (2) ｼﾏｳﾁ ﾘﾎ          4:03.76
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ          152 工藤　早紀　 (1) ｸﾄﾞｳ ｻｷ         

 151 石羽根　瞳　 (1) ｲｼﾊﾞﾈ ﾋﾄﾐ       
 147 澤村　友季　 (2) ｻﾜﾑﾗ ﾕｷ         

  5   2 山形北           405 秋田　恵梨　 (2) ｱｷﾀ ｴﾘ           4:05.53
ﾔﾏｶﾞﾀｷﾀ          413 丹　　　恵　 (1) ﾀﾝ ﾒｸﾞﾐ         

 406 石塚　史鈴　 (2) ｲｼﾂﾞｶ ﾐｽｽﾞ      
 411 松倉　未菜子 (1) ﾏﾂｸﾗ ﾐﾅｺ        

  6   5 会津学鳳         550 猪股　愛里　 (1) ｲﾉﾏﾀ ｱｲﾘ         4:06.88
ｱｲﾂﾞｶﾞｸﾎｳ        549 星　　綾翔　 (2) ﾎｼ ｱﾔｶ          

 545 吉田　　萌　 (2) ﾖｼﾀﾞ ﾓｴ         
 546 齋藤　衿香　 (2) ｻｲﾄｳ ｴﾘｶ        

  7   3 郡山             528 内海　沙耶香 (2) ｳﾂﾐ ｻﾔｶ          4:10.18
ｺｵﾘﾔﾏ            529 鈴木　優花　 (2) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ        

 531 安齋　志保　 (1) ｱﾝｻﾞｲ ｼﾎ        
 530 太田　遥子　 (2) ｵｵﾀ ﾖｳｺ         

  8   9 大館桂           335 佐々木　美穂 (2) ｻｻｷ ﾐﾎ           4:13.39
ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗ         337 山口　すずか (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ      

 339 金田　　茜　 (1) ｶﾈﾀ ｱｶﾈ         
 338 川田　彩花　 (1) ｶﾜﾀ ｱﾔｶ         

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 弘前実            31 石郷　愛弓　 (2) ｲｼｺﾞｳ ｱﾕﾐ        4:01.66 Q

ﾋﾛｻｷｼﾞﾂ           28 山下　愛美　 (2) ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾐ        
  29 佐々木　結　 (2) ｻｻｷ ﾕｲ          
  26 木村　綾花　 (2) ｷﾑﾗ ｱﾔｶ         

  2   6 東北             260 本郷　佳奈美 (2) ﾎﾝｺﾞｳ ｶﾅﾐ        4:01.85 Q
ﾄｳﾎｸ             256 菅原　ほたる (2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾎﾀﾙ       

 258 佐藤　萌実　 (2) ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ        
 257 佐藤　　望　 (2) ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ        

  3   5 北上翔南         158 大橋　智実　 (2) ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾐ         4:02.46 q
ｷﾀｶﾐｼｮｳﾅﾝ        161 阿部　綾香　 (1) ｱﾍﾞ ｱﾔｶ         

 165 大林　麻祐　 (1) ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ       
 159 赤坂　美奈　 (2) ｱｶｻｶ ﾐﾅ         

  4   7 大館国際情報     344 高橋　瀬里菜 (2) ﾀｶﾊｼ ｾﾘﾅ         4:06.25
ｵｵﾀﾞﾃｺｸｻｲｼﾞｮｳ    346 畠山　寛子　 (1) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｺ       

 343 長岐　麻奈　 (2) ﾅｶﾞｷ ﾏﾅ         
 342 明石　彩子　 (2) ｱｶｼ ｱﾔｺ         

  5   8 山形城北         429 土屋　文香　 (2) ﾂﾁﾔ ﾌﾐｶ          4:07.06
ﾔﾏｶﾞﾀｼﾞｮｳﾎｸ      433 杉沼　華子　 (1) ｽｷﾞﾇﾏ ﾊﾅｺ       

 431 鈴木　　栞　 (1) ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ        
 434 佐藤　浩華　 (1) ｻﾄｳ ﾋﾛｶ         

  6   9 福島成蹊         506 渡部　和美　 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾐ       4:07.07
ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ         510 高橋　美歌　 (2) ﾀｶﾊｼ ﾐｶ         

 509 笠原　香奈　 (2) ｶｻﾊﾗ ｶﾅ         
 511 菅野　友紀子 (1) ｶﾝﾉ ﾕｷｺ         

  7   3 盛岡一           127 松橋　ひかる (1) ﾏﾂﾊｼ ﾋｶﾙ         4:13.45
ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｲﾁ        122 杉山　捺希　 (2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾂｷ       

 126 佐々木　渚　 (1) ｻｻｷ ﾅｷﾞｻ        
 121 石倉　悠里　 (2) ｲｼｸﾗ ﾕﾘ         

  8   2 青森山田          18 河原　美穂　 (1) ｶﾜﾊﾗ ﾐﾎ          4:23.70
ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ          16 赤沼　　遥　 (1) ｱｶﾇﾏ ﾊﾙｶ        

  14 尾﨑　梨乃　 (2) ｵｻﾞｷ ﾘﾉ         
  17 小野　莉沙　 (1) ｵﾉ ﾘｻ           
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 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 利府             220 鎌田　三夢　 (2) ｶﾏﾀﾞ ﾐﾑ          4:02.06 Q

ﾘﾌ               224 洞口　美香　 (2) ﾎﾗｸﾞﾁ ﾐｶ        
 231 佐藤　由里亜 (1) ｻﾄｳ ﾕﾘｱ         
 222 高橋　千里　 (2) ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ        

  2   9 盛岡女           145 佐藤　千恵　 (1) ｻﾄｳ ﾁｴ           4:03.20 Q
ﾓﾘｵｶｼﾞｮｼ         144 大坪　藤夏　 (1) ｵﾂﾎﾞ ﾌｼﾞｶ       

 139 柴田　幸恵　 (2) ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｴ        
 140 三田地　彩　 (2) ﾐﾀﾁ ｱﾔ          

  3   7 白河旭           520 八木沢　幸子 (2) ﾔｷﾞｻﾜ ｻﾁｺ        4:04.17
ｼﾗｶﾜｱｻﾋ          525 近藤　　茜　 (1) ｺﾝﾄﾞｳ ｱｶﾈ       

 526 鈴木　千晴　 (1) ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ        
 523 長谷部　里美 (2) ﾊｾﾍﾞ ｻﾄﾐ        

  4   2 聖和学園         235 高橋　ひとみ (2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ         4:06.46
ｾｲﾜｶﾞｸｴﾝ         238 熊谷　淑佳　 (1) ｸﾏｶﾞｲ ｽﾐｶ       

 241 鈴木　　舞　 (1) ｽｽﾞｷ ﾏｲ         
 234 佐藤　香苗　 (2) ｻﾄｳ ｶﾅｴ         

  5   8 八戸西            44 佐藤　怜菜　 (2) ｻﾄｳ ﾚｲﾅ          4:09.75
ﾊﾁﾉﾍﾆｼ            45 若宮　実鈴　 (2) ﾜｶﾐﾔ ﾐｽｽﾞ       

  47 小萩沢　千里 (2) ｺﾊｷﾞｻﾞﾜ ﾁｻﾄ     
  46 川門前　里奈 (2) ｶﾜﾓﾝｾﾞﾝ ﾘﾅ      

  6   3 秋田商           316 登藤　歩美　 (2) ﾄﾄﾞｳ ｱﾕﾐ         4:10.75
ｱｷﾀｼｮｳ           317 米田　真理　 (2) ﾖﾈﾀ ﾏﾘ          

 318 千葉　彩加　 (2) ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ         
 321 高野　　梓　 (1) ﾀｶﾉ ｱｽﾞｻ        

  7   6 上山明新館       423 清野　文翔　 (2) ｾｲﾉ ｱﾔｶ          4:11.36
ｶﾐﾉﾔﾏﾒｲｼﾝｶﾝ      418 小関　果未　 (2) ｺｾｷ ｶｸﾞﾐ        

 420 立里　ひかり (2) ﾀﾃｻﾄ ﾋｶﾘ        
 424 會田　　舞　 (1) ｱｲﾀ ﾏｲ          

  8   5 秋田中央         310 梅津　舞子　 (2) ｳﾒﾂ ﾏｲｺ          4:11.77
ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ         308 河田　　萌　 (2) ｶﾜﾀ ﾓｴ          

 306 棟方　真子　 (2) ﾑﾅｶﾀ ﾏｺ         
 311 小泉　　葵　 (1) ｺｲｽﾞﾐ ｱｵｲ       

決　勝

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   5 東北             260 本郷　佳奈美 (2) ﾎﾝｺﾞｳ ｶﾅﾐ        3:57.83

ﾄｳﾎｸ             256 菅原　ほたる (2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾎﾀﾙ       
 258 佐藤　萌実　 (2) ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ        
 257 佐藤　　望　 (2) ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ        

  2   4 弘前実            31 石郷　愛弓　 (2) ｲｼｺﾞｳ ｱﾕﾐ        3:58.21
ﾋﾛｻｷｼﾞﾂ           28 山下　愛美　 (2) ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾐ        

  29 佐々木　結　 (2) ｻｻｷ ﾕｲ          
  26 木村　綾花　 (2) ｷﾑﾗ ｱﾔｶ         

  3   6 利府             220 鎌田　三夢　 (2) ｶﾏﾀﾞ ﾐﾑ          3:58.60
ﾘﾌ               224 洞口　美香　 (2) ﾎﾗｸﾞﾁ ﾐｶ        

 231 佐藤　由里亜 (1) ｻﾄｳ ﾕﾘｱ         
 222 高橋　千里　 (2) ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ        

  4   9 九里学園         461 長谷川　智子 (1) ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ        3:59.52
ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ         453 浅井　智佐　 (2) ｱｻｲ ﾁｻ          

 454 山口　怜佳　 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｶ       
 455 柿崎　美里　 (2) ｶｷｻﾞｷ ﾐｻﾄ       

  5   7 石巻             271 津田　奈津樹 (1) ﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ          3:59.58
ｲｼﾉﾏｷ            273 松川　明里　 (2) ﾏﾂｶﾜ ｱｶﾘ        

 272 伊藤　百花　 (2) ｲﾄｳ ﾓﾓｶ         
 274 原田　真衣　 (2) ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ         

  6   3 北上翔南         158 大橋　智実　 (2) ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾐ         4:00.13
ｷﾀｶﾐｼｮｳﾅﾝ        161 阿部　綾香　 (1) ｱﾍﾞ ｱﾔｶ         

 165 大林　麻祐　 (1) ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ       
 159 赤坂　美奈　 (2) ｱｶｻｶ ﾐﾅ         

  7   8 盛岡女           145 佐藤　千恵　 (1) ｻﾄｳ ﾁｴ           4:03.02
ﾓﾘｵｶｼﾞｮｼ         144 大坪　藤夏　 (1) ｵﾂﾎﾞ ﾌｼﾞｶ       

 139 柴田　幸恵　 (2) ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｴ        
 140 三田地　彩　 (2) ﾐﾀﾁ ｱﾔ          

  8   2 木造              66 佐々木夕稀乃 (2) ｻｻｷ ﾕｷﾉ          4:16.48
ｷﾂﾞｸﾘ             69 新谷　真代　 (2) ｱﾗﾔ ﾏﾖ          

  67 秋元　彩花　 (2) ｱｷﾓﾄ ｱﾔｶ        
  63 大田　晴香　 (1) ｵｵﾀ ﾊﾙｶ         
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女子   走高跳 決　勝               9月28日　10:00

日本高校記録 (HR)　　1m90　佐藤　　恵　　　　(沼垂･新潟)　　　1983
大 会 記 録　(GR)　　1m69　岡部ソフィ満有子　(山形北･山形)　　2007

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60 1m63 1m66 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 16 562山平　紗代　 (2) 福　島 -  o  o  xo o  xxo xxx 1m63

ﾔﾏﾋﾗ ｻﾖ         磐城      
  2 13 415阿部　奈生　 (2) 山　形 o  o  o  o  o  xxx 1m60

ｱﾍﾞ ﾅｵ          上山明新館
  3 23 116佐竹　実希　 (1) 岩　手 o  xo o  xo xxo xxx 1m60

ｻﾀｹ ﾐｷ          黒沢尻北  
  4 20 314目黒　亜弥　 (2) 秋　田 -  xo o  xo xxx 1m57

ﾒｸﾞﾛ ｱﾔ         新屋      
  5 18 219遠藤　未久　 (2) 宮　城 o  o  o  xxx 1m54

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ        利府      
  5 22 578清水　佐織　 (2) 福　島 o  -  o  xxx 1m54

ｼﾐｽﾞ ｻｵﾘ        原町      
  5 24 263高橋　怜花　 (1) 宮　城 -  o  o  xxx 1m54

ﾀｶﾊｼ ﾚｲｶ        東北      
  8  8 480本間　千鶴　 (2) 山　形 xo xo xxo xxx 1m54

ﾎﾝﾏ ﾁﾂﾞﾙ        酒田東    
  9 21 450安部　瑛里奈 (2) 山　形 o  o  xxx 1m51

ｱﾍﾞ ｴﾘﾅ         米沢興譲館
 10  5 103中村　茂美　 (1) 岩　手 xo o  xxx 1m51

ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾐ       花巻東    
 11 12 563吉田　茉由　 (2) 福　島 o  xo xxx 1m51

ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ         平商      
 11 15  54工藤　澄果　 (2) 青　森 o  xo xxx 1m51

ｸﾄﾞｳ ｽﾐｶ        黒石      
 13 17 162髙瀬　瑠衣　 (1) 岩　手 xo xo xxx 1m51

ﾀｶｾ ﾙｲ          北上翔南  
 14 19  48高橋　　舞　 (2) 青　森 o  xxo xxx 1m51

ﾀｶﾊｼ ﾏｲ         八戸西    
 15  9 360池田　羽純　 (1) 秋　田 o  xxx 1m48

ｲｹﾀﾞ ﾊｽﾐ        横手      
 15 10 212佐々木　愛莉 (1) 宮　城 o  xxx 1m48

ｻｻｷ ｴﾘ          宮城三女  
 17  6 354三浦　野乃子 (1) 秋　田 xo xxx 1m48

ﾐｳﾗ ﾉﾉｺ         能代      
 18  7  21工藤　有桜　 (1) 青　森 xxo xxx 1m48

ｸﾄﾞｳ ｱﾘｻ        青森山田  
  1 226菅野　千尋　 (1) 宮　城 xxx NM  

ｶﾝﾉ ﾁﾋﾛ         利府      
  2 446佐藤　恵梨子 (2) 山　形 xxx NM  

ｻﾄｳ ｴﾘｺ         楯岡      
  3  23柴田　若菜　 (1) 青　森 xxx NM  

ｼﾊﾞﾀ ﾜｶﾅ        弘前      
  4 573瀨脇　ひかり (1) 福　島 xxx NM  

ｾﾜｷ ﾋｶﾘ         磐城桜が丘
 11 129木村　早百合 (2) 岩　手 xxx NM  

ｷﾑﾗ ｻﾕﾘ         盛岡三    
 14 319平塚　歩実　 (2) 秋　田 xxx NM  

ﾋﾗﾂｶ ｱﾕﾐ        秋田商    

凡例: NM :記録なし
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女子   走幅跳 決　勝               9月26日　13:00

日本高校記録 (HR)　　6m44　中野　　瞳　(長田･兵庫)　　2007
大 会 記 録　(GR)　　5m78　三浦　茉莉　(橘･福島)　　　2006

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 24 544五十嵐　麻央 (2) 福　島   5m62  5m46  5m70  5m83  ×   5m90  5m90NGR 

ｲｶﾞﾗｼ ﾏｵ        会津学鳳    +2.4 +0.2 +1.7 +1.7 +1.9 +1.9
  2 22  26木村　綾花　 (2) 青　森   5m22  5m49  5m60  ×   －   5m51  5m60

ｷﾑﾗ ｱﾔｶ         弘前実      +1.9 +0.7 +3.1 +2.3 +3.1
  3 21 341関口　紗也佳 (2) 秋　田   ×   ×   5m27  5m08  5m35  ×   5m35

ｾｷｸﾞﾁ ｻﾔｶ       大館国際情報 +2.2 +1.8 +2.3 +2.3
  4 16 375小野　静里香 (2) 秋　田   ×   ×   5m19  5m30  5m28  5m33  5m33

ｵﾉ ｾﾘｶ          羽後        -1.4 +2.3 +1.9 +2.7 +2.7
  5 18 504長谷川　絵美 (2) 福　島   5m32  4m93  5m21  5m20  5m21  ×   5m32

ﾊｾｶﾞﾜ ｴﾐ        橘          +2.7 +2.2 +0.2 +1.9 +1.6 +2.7
  6 11 327山田　　怜　 (1) 秋　田   ×   5m28  5m28  5m18  ×   5m14  5m28

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲ         秋田和洋女子 +1.8 +2.1 +1.5 +3.3 +1.8
  7 20 402細谷　昌来　 (2) 山　形   5m22  4m99  4m99  5m06  5m14  5m14  5m22

ﾎｿﾔ ﾖｼﾐ         山形西      +0.3 +0.7 +1.1 +0.2 +2.8 +2.5 +0.3
  8 13 119三沢　綾女　 (2) 岩　手   ×   4m77  5m12  4m76  －   －   5m12

ﾐｻﾜ ｱﾔﾒ         盛岡一      +1.2 +2.3 +1.8 +2.3
  9 17 262田切　麻耶　 (1) 宮　城   ×   5m04  5m06   5m06

ﾀｷﾞﾘ ﾏﾔ         東北        +1.3 +0.5 +0.5
 10 14  18河原　美穂　 (1) 青　森   ×   ×   5m06   5m06

ｶﾜﾊﾗ ﾐﾎ         青森山田    +2.2 +2.2
 10 23 279佐藤　朝香　 (2) 宮　城   ×   ×   5m06   5m06

ｻﾄｳ ﾄﾓｶ         志津川      +1.3 +1.3
 12 12 556五十嵐　英里 (2) 福　島   ×   ×   5m05   5m05

ｲｶﾞﾗｼ ｴﾘ        若松商      +0.2 +0.2
 13 10 407山口　結莉　 (2) 山　形   5m04  5m01  ×   5m04

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘ        山形北      +1.3 +1.4 +1.3
 14 15 452南齋　未緒　 (2) 山　形   4m93  4m75  ×   4m93

ﾅﾝｻﾞｲ ﾐｵ        米沢興譲館  +2.2 +1.3 +2.2
 15  2 364奥州　里奈　 (1) 秋　田   4m87  4m84  ×   4m87

ｵｳｼｭｳ ﾘﾅ        横手清陵学院+2.1 +2.4 +2.1
 16  3  52高山　美里　 (1) 青　森   4m87  ×   4m76   4m87

ﾀｶﾔﾏ ﾐｻﾄ        千葉学園    +1.6 +0.0 +1.6
 17  5 454山口　怜佳　 (2) 山　形   4m86  3m67  4m70   4m86

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｶ       九里学園    +0.4 +1.9 +1.2 +0.4
 18  8  72三ッ谷　彩乃 (1) 青　森   4m76  4m79  4m57   4m79

ﾐﾂﾔ ｱﾔﾉ         田名部      +2.1 +1.3 +0.6 +1.3
 19  4 205金野　晃子　 (2) 宮　城   4m59  4m76  4m71   4m76

ｺﾝﾉ ｱｷｺ         宮城二女    +0.6 +1.0 +0.0 +1.0
 20  6 516青木　耶恋　 (2) 福　島   ×   ×   4m74   4m74

ｱｵｷ ｶﾚﾝ         日大東北    +0.6 +0.6
 21 19 154工藤　美沙季 (1) 岩　手   ×   4m40  4m72   4m72

ｸﾄﾞｳ ﾐｻｷ        盛岡南      +0.8 -0.6 -0.6
 22  7 120石川　結衣　 (2) 岩　手   4m71  4m63  4m70   4m71

ｲｼｶﾜ ﾕｲ         盛岡一      +1.3 +1.0 +1.4 +1.3
 23  9 266加藤　　栞　 (2) 宮　城   4m71  ×   ×   4m71

ｶﾄｳ ｼｵﾘ         柴田        +1.0 +1.0
  1 130室岡　夏美　 (1) 岩　手   ×   ×   × NM  

ﾑﾛｵｶ ﾅﾂﾐ        盛岡三      

凡例: NGR:大会新記録／ NM :記録なし
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女子   砲丸投 決　勝               9月26日　10:00

日本高校記録 (HR)　　15m53　市岡　寿実　　(津商･三重)　　　1997
大 会 記 録　(GR)　　13m78　佐々木　彩野　(盛岡四･岩手)　　2001
砲丸の重さ　　　4.000kg

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 24 473奥泉　　舞　 (2) 山　形  12m41  ×   ×  11m92 12m22 12m07 12m41

ｵｸｲｽﾞﾐ ﾏｲ       鶴岡中央    
  2 20 513野田　琴海　 (2) 福　島  11m05 11m37  ×  11m53 11m24 11m26 11m53

ﾉﾀﾞ ｺﾄﾐ         保原        
  3 18  62山形　真由佳 (1) 青　森  11m44 11m04 11m15 11m52 11m20 11m10 11m52

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾕｶ       黒石商      
  4 23  65濱山　侑香　 (2) 青　森  10m64 11m11 10m65 11m20 11m21 10m93 11m21

ﾊﾏﾔﾏ ﾕｳｶ        木造        
  5 21 350佐藤　瑞樹　 (1) 秋　田  10m60 10m43 10m86 10m28 10m44 10m44 10m86

ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ        花輪        
  6 16 206池田　惟夏　 (2) 宮　城  10m50 10m35 10m59  9m25 10m02 10m84 10m84

ｲｹﾀﾞ ﾕｲｶ        宮城二女    
  7 10 357坂本　千夏　 (2) 秋　田  10m66 10m24  9m51  9m88 10m31 10m77 10m77

ｻｶﾓﾄ ﾁﾅﾂ        横手        
  8 17 348鈴木　麻紀恵 (2) 秋　田  10m71  ×  10m24  9m89  9m45  9m99 10m71

ｽｽﾞｷ ﾏｷｴ        花輪        
  9 15 518佐藤　　茜　 (1) 福　島  10m24 10m50 10m40  10m50

ｻﾄｳ ｱｶﾈ         日大東北    
 10 22 209成毛　真理　 (2) 宮　城  10m39 10m43 10m10  10m43

ﾅﾙｹ ﾏﾘ          宮城三女    
 11 11 503羽賀　亜紀　 (2) 福　島   9m79 10m39 10m43  10m43

ﾊｶﾞ ｱｷ          橘          
 12  9 408岡崎　一葉　 (2) 山　形   ×  10m08 10m13  10m13

ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾊ      山形北      
 13 19 118佐藤　志帆　 (1) 岩　手  10m11  9m51 10m12  10m12

ｻﾄｳ ｼﾎ          水沢一      
 14 12  71坂井　　祥　 (2) 青　森  10m11 10m07  9m84  10m11

ｻｶｲ ｻﾁ          大湊        
 15  6 574箱﨑　由佳　 (1) 福　島   9m41  9m92 10m08  10m08

ﾊｺｻﾞｷ ﾕｶ        磐城桜が丘  
 16 13 137水賀美　志保 (2) 岩　手   9m62  9m62  9m96   9m96

ﾐｽﾞｶﾞﾐ ｼﾎ       盛岡女      
 17  8 276佐藤　綾香　 (1) 宮　城   8m95  8m92  9m88   9m88

ｻﾄｳ ｱﾔｶ         東松島      
 18  2 202吉田　綸子　 (1) 宮　城   9m47  9m32  8m99   9m47

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁｺ        宮城一      
 19  5 352松橋　郁香　 (2) 秋　田   9m26  8m64  9m37   9m37

ﾏﾂﾊｼ ﾌﾐｶ        鷹巣        
 20 14 447矢作　莉奈　 (1) 山　形   ×   ×   9m32   9m32

ﾔﾊｷﾞ ﾘﾅ         楯岡        
 21  4 475石塚　まりむ (1) 山　形   8m72  9m19  9m27   9m27

ｲｼﾂﾞｶ ﾏﾘﾑ       鶴岡工業高専
 22  3  11田邊　千披路 (1) 青　森   7m37  8m26  9m14   9m14

ﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ        青森北      
 23  7 108伊藤　沙織　 (1) 岩　手   8m60  8m88  8m79   8m88

ｲﾄｳ ｻｵﾘ         花北青雲    
 24  1 110川上　史奈　 (1) 岩　手   8m39  8m63  8m69   8m69

ｶﾜｶﾐ  ﾁｱｷ       岩泉        



 48

女子   円盤投 決　勝               9月27日　10:00

日本高校記録 (HR)　　49m48　糸滿　みや　　(那覇西･沖縄)　　2009
大 会 記 録　(GR)　　40m51　野田　ともみ　(東北･宮城)　　　2000
円盤の重さ　　　1.000kg

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 12 473奥泉　　舞　 (2) 山　形  34m67 36m03 30m28 34m12 35m25 35m75 36m03

ｵｸｲｽﾞﾐ ﾏｲ       鶴岡中央  
  2 24 447矢作　莉奈　 (1) 山　形  35m42 29m99 34m92 35m06 34m44  ×  35m42

ﾔﾊｷﾞ ﾘﾅ         楯岡      
  3 18 408岡崎　一葉　 (2) 山　形  31m12  ×  31m78 28m38 33m74  ×  33m74

ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾊ      山形北    
  4 21 118佐藤　志帆　 (1) 岩　手  23m97 31m32  ×   ×  30m82 32m79 32m79

ｻﾄｳ ｼﾎ          水沢一    
  5 23 357坂本　千夏　 (2) 秋　田  30m78 31m79 30m20 30m35 32m33 25m01 32m33

ｻｶﾓﾄ ﾁﾅﾂ        横手      
  6 16 349大畑　富美子 (2) 秋　田  30m06 31m05 30m37 28m86  ×   ×  31m05

ｵｵﾊﾀ ﾌﾐｺ        花輪      
  7 10 278高橋　ゆう　 (2) 宮　城  30m89 26m20 25m57 26m99 28m28 29m02 30m89

ﾀｶﾊｼ ﾕｳ         南郷      
  8 13  71坂井　　祥　 (2) 青　森  24m47 29m49 30m78 29m80  ×  28m33 30m78

ｻｶｲ ｻﾁ          大湊      
  9 11 352松橋　郁香　 (2) 秋　田  21m64 28m50 30m70  30m70

ﾏﾂﾊｼ ﾌﾐｶ        鷹巣      
 10 15 117早川　千晴　 (2) 岩　手  30m17 30m49  ×  30m49

ﾊﾔｶﾜ ﾁﾊﾙ        水沢一    
 11 17 574箱﨑　由佳　 (1) 福　島  30m48 26m85 28m65  30m48

ﾊｺｻﾞｷ ﾕｶ        磐城桜が丘
 12 20 202吉田　綸子　 (1) 宮　城  26m59 29m97 27m59  29m97

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁｺ        宮城一    
 13  8 541平松　玖里茉 (2) 福　島  29m18 28m77 27m75  29m18

ﾋﾗﾏﾂ ｸﾘﾏ        会津      
 14 22 501佐久間　陽日 (2) 福　島  28m68  ×  28m78  28m78

ｻｸﾏ ﾕｲ          安達東    
 15  6 419庄司　真優　 (2) 山　形   ×  28m78 28m53  28m78

ｼｮｳｼﾞ ﾏﾕ        上山明新館
 16 19  65濱山　侑香　 (2) 青　森  25m59 27m98 26m88  27m98

ﾊﾏﾔﾏ ﾕｳｶ        木造      
 17  5 350佐藤　瑞樹　 (1) 秋　田   ×   ×  27m15  27m15

ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ        花輪      
 18 14 232佐藤　愛衣　 (2) 宮　城  22m92  ×  26m87  26m87

ｻﾄｳ ﾒｲ          富谷      
 19  9 137水賀美　志保 (2) 岩　手  24m00 26m39 26m71  26m71

ﾐｽﾞｶﾞﾐ ｼﾎ       盛岡女    
 20  2 104大森　かすり (2) 岩　手   ×  26m35  ×  26m35

ｵｵﾓﾘ ｶｽﾘ        花巻南    
 21  3 517伊藤　あすな (2) 福　島  25m92 25m53 25m37  25m92

ｲﾄｳ ｱｽﾅ         日大東北  
 22  1  34相馬　澄佳　 (1) 青　森  24m49 24m86 25m63  25m63

ｿｳﾏ ｻﾔｶ         弘前実    
 23  4 218平山　佳奈　 (2) 宮　城  24m47  ×  24m90  24m90

ﾋﾗﾔﾏ ｶﾅ         仙台東    
 24  7  61花田　文賀　 (1) 青　森   ×  20m22 24m78  24m78

ﾊﾅﾀﾞ ﾌﾐｶ        黒石商    
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女子   やり投 決　勝               9月28日　12:30

日本高校記録 (HR)　　54m53　松本　百子　(口加･長崎)　　2005
大 会 記 録　(GR)　　48m43　遠沢　和加　(田子･青森)　　2005

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1 18 474菅原　由香　 (1) 山　形  38m26 36m69 38m91 37m61 42m20 41m76 42m20

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｶ        鶴岡中央  
  2 21 155小山　美恵　 (2) 岩　手  35m02 36m48 37m89 38m06 39m87 41m47 41m47

ｵﾔﾏ ﾐｴ          千厩      
  3 23 472阿部　祐希　 (2) 山　形  40m77 38m49 36m41 37m06 41m21 40m59 41m21

ｱﾍﾞ ﾕｳｷ         鶴岡北    
  4 24 333虻川　真紀　 (2) 秋　田  38m45 38m74 39m82 37m74 38m78 39m45 39m82

ｱﾌﾞｶﾜ ﾏｷ        大館鳳鳴  
  5 11 505鍵和田　彩香 (2) 福　島  36m68 35m48 38m91 36m61 37m50 38m01 38m91

ｶｷﾞﾜﾀﾞ ｱﾔｶ      福島商    
  6 22 218平山　佳奈　 (2) 宮　城  38m11 36m22 37m17 35m32 35m79 36m07 38m11

ﾋﾗﾔﾏ ｶﾅ         仙台東    
  7 15 217岩佐　めぐみ (2) 宮　城  37m61 36m64 33m75 32m90 37m57  ×  37m61

ｲﾜｻ ﾒｸﾞﾐ        仙台西    
  8 12 445青野　早奈枝 (2) 山　形  35m08 33m84 36m79 36m66 34m97 32m34 36m79

ｱｵﾉ ｻﾅｴ         楯岡      
  9 19  62山形　真由佳 (1) 青　森  29m95 29m04 36m71  36m71

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾕｶ       黒石商    
 10 10 351吉田　春菜　 (1) 秋　田  36m32 36m60 36m63  36m63

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ        花輪      
 11  6 368藤原　ちはる (2) 秋　田  32m12 33m19 35m39  35m39

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁﾊﾙ       角館      
 12  4 280小野寺　七海 (2) 宮　城  35m32 33m50  ×  35m32

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅﾅﾐ       本吉響    
 13 20 560鈴木　恵美　 (2) 福　島  33m66 34m90 35m14  35m14

ｽｽﾞｷ ｴﾐ         大沼      
 14 16 513野田　琴海　 (2) 福　島  33m08 34m56 27m75  34m56

ﾉﾀﾞ ｺﾄﾐ         保原      
 15  9 259鈴木　香央莉 (2) 宮　城  34m49 33m42 33m84  34m49

ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ        東北      
 16 17 356高橋　加奈　 (2) 秋　田  34m24 32m52 32m26  34m24

ﾀｶﾊｼ ｶﾅ         横手      
 17 13  61花田　文賀　 (1) 青　森  29m53 29m04 33m87  33m87

ﾊﾅﾀﾞ ﾌﾐｶ        黒石商    
 18 14 101村上　彩乃　 (2) 岩　手  31m77 33m31 29m36  33m31

ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾉ        一関一    
 19  5 519小林　加代子 (2) 福　島  31m66 30m54 33m11  33m11

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾖｺ       清陵情報  
 20  2 157佐藤　明実　 (2) 岩　手   ×  32m72 28m52  32m72

ｻﾄｳ ｱﾐ          不来方    
 21  3 448辻村　梨恵　 (1) 山　形  28m23 27m12 30m10  30m10

ﾂｼﾞﾑﾗ ﾘｴ        楯岡      
 22  8 108伊藤　沙織　 (1) 岩　手   ×  27m90 25m78  27m90

ｲﾄｳ ｻｵﾘ         花北青雲  
 23  7  36梅内　麻衣　 (2) 青　森  25m58 27m01 25m84  27m01

ｳﾒﾅｲ ﾏｲ         三戸      
 24  1  70小田桐　紗紀 (2) 青　森  23m74 25m82 24m72  25m82

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｻｷ       柏木農    
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女子   七種競技 100mH      3組       9月26日　10:09
走高跳     2組       9月26日　11:00
砲丸投     1組       9月26日　13:18
200m       3組       9月26日　14:52
走幅跳     2組       9月27日　10:00
やり投     1組       9月27日　12:30
800m       3組       9月27日　14:31

日本高校記録 (HR)　　5384点　笠原　端世　　　　(添上･奈良)　　　2002
大 会 記 録　(GR)　　4787点　岡部ソフィ満有子　(山形北･山形)　　2008

順位ﾅﾝﾊﾞｰ氏　名 所　属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 456
遠藤　紗耶香 (2)
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ       

山　形
九里学園  

15.41
+0.9
(788)

  1m57

(701)

  8m77

(449)

28.39
+2.0
(600)

  4m90
+0.7
(532)

 28m07

(440)

2:44.20

(526)
 4036

  2   9
荻原　佑梨　 (1)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾘ        

青　森
青森北    

16.14
+0.9
(697)

  1m45

(566)

  8m90

(458)

27.01
+2.2
(711)

  4m65
+0.1
(466)

 27m11

(422)

2:46.79

(497)
 3817

  3 219
遠藤　未久　 (2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ        

宮　城
利府      

17.05
+1.7
(591)

  1m51

(632)

  8m05

(403)

28.13
+3.1
(621)

  4m88
+1.6
(527)

 30m62

(488)

2:42.62

(543)
 3805

  4 573
瀨脇　ひかり (1)
ｾﾜｷ ﾋｶﾘ         

福　島
磐城桜が丘

17.93
+1.3
(496)

  1m48

(599)

  6m52

(304)

26.98
+3.1
(713)

  4m95
+0.1
(546)

 23m68

(358)

2:30.87

(682)
 3698

  5 264
柳　　聖美　 (1)
ﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾐ        

宮　城
東北学院榴

16.41
+0.9
(665)

  1m45

(566)

  7m47

(365)

27.53
+2.2
(668)

  4m89
+2.5
(530)

 22m18

(329)

2:40.94

(562)
 3685

  6 323
嘉藤　優菜　 (1)
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ         

秋　田
秋田商    

17.79
+1.7
(510)

  1m45

(566)

  6m94

(331)

26.64
+2.2
(742)

  4m83
+1.0
(514)

 19m48

(279)

2:32.67

(660)
 3602

  7 113
渡邉　侑子　 (2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ       

岩　手
黒沢尻北  

17.05
+1.3
(591)

  1m42

(534)

  8m50

(432)

28.30
+2.0
(607)

  4m63
+0.9
(461)

 26m95

(419)

2:43.76

(531)
 3575

  8 332
石川　友貴　 (2)
ｲｼｶﾜ ﾕｷ         

秋　田
西目      

17.65
+1.3
(525)

  1m33

(439)

  6m02

(273)

26.92
+3.1
(718)

  4m69
+2.0
(477)

 24m95

(381)

2:26.81

(733)
 3546

  9 255
佐藤　紗也華 (1)
ｻﾄｳ ｻﾔｶ         

宮　城
明成      

17.93
+1.3
(496)

  1m36

(470)

  7m18

(347)

28.14
+2.0
(620)

  4m60
+0.1
(454)

 26m62

(413)

2:27.12

(729)
 3529

 10 303
畠山　紗也　 (2)
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾔ        

秋　田
秋田北    

16.64
+0.9
(638)

  1m39

(502)

  6m72

(317)

27.90
+2.0
(639)

  4m19
-0.2
(352)

 25m08

(384)

2:32.87

(657)
 3489

 11 162
髙瀬　瑠衣　 (1)
ﾀｶｾ ﾙｲ          

岩　手
北上翔南  

18.56
+0.9
(432)

  1m60

(736)

  6m34

(293)

28.51
+2.2
(591)

  4m29
+0.4
(376)

 21m23

(312)

2:35.07

(631)
 3371

 12 561
佐川　裕香　 (2)
ｻｶﾞﾜ ﾕｶ         

福　島
磐城      

17.63
+1.7
(527)

  1m45

(566)

  6m48

(302)

27.66
+2.2
(658)

  4m56
+0.7
(443)

 21m20

(311)

2:41.59

(555)
 3362

 13 572
鈴木　若菜　 (1)
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ        

福　島
磐城桜が丘

18.96
+0.9
(394)

  1m36

(470)

  7m72

(381)

27.23
+2.0
(693)

  4m66
+0.4
(469)

 23m82

(360)

2:39.24

(582)
 3349

 14 421
庄司　萌子　 (2)
ｼｮｳｼﾞ ﾓｴｺ       

山　形
上山明新館

19.02
+1.7
(388)

  1m33

(439)

  6m12

(279)

28.39
+2.2
(600)

  4m56
+0.1
(443)

 27m14

(423)

2:35.89

(621)
 3193

 15 134
菅原　詩央里 (1)
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ       

岩　手
盛岡四    

19.95
+1.7
(306)

  1m45

(566)

  6m27

(288)

27.50
+3.1
(671)

  4m38
+1.3
(398)

 16m58

(226)

2:42.38

(546)
 3001

 16   3
山田　朋佳　 (1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ        

青　森
青森      

18.36
+1.3
(452)

  1m36

(470)

  5m64

(249)

28.72
+2.0
(575)

  4m30
+2.0
(379)

 15m05

(198)

2:37.56

(601)
 2924

 17 444
高橋　秋穂　 (2)
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ        

山　形
楯岡      

19.56
+1.3
(340)

  1m30

(409)

  7m57

(372)

28.84
+3.1
(566)

  4m33
+0.2
(386)

 19m79

(285)

2:59.00

(375)
 2733

  48
高橋　　舞　 (2)
ﾀｶﾊｼ ﾏｲ         

青　森
八戸西    

18.48
+1.7
(440)

  1m54

(666)

DNF

凡例: DNF:途中棄権
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女子   七種１００ｍＨ 3組  9月26日 10:00

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.7 1組

  1   6  219 遠藤　未久　 (2) 宮　城･利府           17.05
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ        ( 591)

  2   3  561 佐川　裕香　 (2) 福　島･磐城           17.63
ｻｶﾞﾜ ﾕｶ         ( 527)

  3   5  323 嘉藤　優菜　 (1) 秋　田･秋田商         17.79
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ         ( 510)

  4   8   48 高橋　　舞　 (2) 青　森･八戸西         18.48
ﾀｶﾊｼ ﾏｲ         ( 440)

  5   7  421 庄司　萌子　 (2) 山　形･上山明新館     19.02
ｼｮｳｼﾞ ﾓｴｺ       ( 388)

  6   4  134 菅原　詩央里 (1) 岩　手･盛岡四         19.95
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ       ( 306)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.9 2組

  1   5  456 遠藤　紗耶香 (2) 山　形･九里学園       15.41
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ       ( 788)

  2   6    9 荻原　佑梨　 (1) 青　森･青森北         16.14
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾘ        ( 697)

  3   4  264 柳　　聖美　 (1) 宮　城･東北学院榴岡    16.41
ﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾐ        ( 665)

  4   3  303 畠山　紗也　 (2) 秋　田･秋田北         16.64
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾔ        ( 638)

  5   8  162 髙瀬　瑠衣　 (1) 岩　手･北上翔南       18.56
ﾀｶｾ ﾙｲ          ( 432)

  6   7  572 鈴木　若菜　 (1) 福　島･磐城桜が丘     18.96
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ        ( 394)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3 3組

  1   6  113 渡邉　侑子　 (2) 岩　手･黒沢尻北       17.05
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ       ( 591)

  2   7  332 石川　友貴　 (2) 秋　田･西目           17.65
ｲｼｶﾜ ﾕｷ         ( 525)

  3   5  573 瀨脇　ひかり (1) 福　島･磐城桜が丘     17.93
ｾﾜｷ ﾋｶﾘ         ( 496)

  4   8  255 佐藤　紗也華 (1) 宮　城･明成           17.93
ｻﾄｳ ｻﾔｶ         ( 496)

  5   4    3 山田　朋佳　 (1) 青　森･青森           18.36
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ        ( 452)

  6   3  444 高橋　秋穂　 (2) 山　形･楯岡           19.56
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ        ( 340)

女子   七種走高跳 1組       9月26日　11:00
2組       9月26日　11:00

順位試順No. 氏　名 所　属 1m18 1m21 1m24 1m27 1m30 1m33 1m36 1m39 1m42 1m45 記録 ｺﾒﾝﾄ
1m48 1m51 1m54 1m57

 1組

  1  7  48高橋　　舞　 (2) 青　森 -  -  -  -  -  -  -  -  -  o  1m54
ﾀｶﾊｼ ﾏｲ         八戸西      o  o  xo xxx (666)

  2  4 134菅原　詩央里 (1) 岩　手 -  -  -  -  o  o  o  o  o  xxo 1m45
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ       盛岡四      xxx (566)

  3  2 264柳　　聖美　 (1) 宮　城 -  -  -  xo o  o  xo o  o  xxo 1m45
ﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾐ        東北学院榴岡 xxx (566)

  4  6 561佐川　裕香　 (2) 福　島 -  -  -  -  o  o  o  xxo xxo xxo 1m45
ｻｶﾞﾜ ﾕｶ         磐城        xxx (566)

  5  1 303畠山　紗也　 (2) 秋　田 -  -  -  -  o  o  o  xxo xxx 1m39
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾔ        秋田北      (502)

  6  9 255佐藤　紗也華 (1) 宮　城 -  -  -  -  -  o  o  xxx 1m36
ｻﾄｳ ｻﾔｶ         明成        (470)

  7  8 572鈴木　若菜　 (1) 福　島 o  o  o  xo o  xo xo xxx 1m36
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ        磐城桜が丘  (470)

  8  5   3山田　朋佳　 (1) 青　森 o  o  o  o  o  o  xxo xxx 1m36
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ        青森        (470)

  9  3 444高橋　秋穂　 (2) 山　形 -  o  o  o  xo xxx 1m30
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ        楯岡        (409)

順位試順No. 氏　名 所　属 1m18 1m21 1m24 1m27 1m30 1m33 1m36 1m39 1m42 1m45 記録 ｺﾒﾝﾄ
1m48 1m51 1m54 1m57 1m60 1m63

 2組

  1  2 162髙瀬　瑠衣　 (1) 岩　手 -  -  -  -  -  -  o  o  o  o  1m60
ﾀｶｾ ﾙｲ          北上翔南    o  o  o  xxo xo xxx (736)

  2  5 456遠藤　紗耶香 (2) 山　形 -  -  -  -  -  -  -  o  o  o  1m57
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ       九里学園    o  o  o  o  xxx (701)

  3  9 219遠藤　未久　 (2) 宮　城 -  -  -  -  -  -  -  -  o  o  1m51
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ        利府        xo o  xxx (632)

  4  6 573瀨脇　ひかり (1) 福　島 -  -  -  -  -  o  o  o  xo o  1m48
ｾﾜｷ ﾋｶﾘ         磐城桜が丘  xxo xxx (599)

  5  7   9荻原　佑梨　 (1) 青　森 -  -  -  -  o  o  o  o  xo o  1m45
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾘ        青森北      xxx (566)

  6  8 323嘉藤　優菜　 (1) 秋　田 -  -  -  -  -  -  -  xxo xxo xxo 1m45
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ         秋田商      xxx (566)

  7  4 113渡邉　侑子　 (2) 岩　手 -  -  -  -  o  o  o  o  xxo xxx 1m42
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ       黒沢尻北    (534)

  8  1 332石川　友貴　 (2) 秋　田 -  -  -  o  o  o  xxx 1m33
ｲｼｶﾜ ﾕｷ         西目        (439)

  9  3 421庄司　萌子　 (2) 山　形 -  o  xo xo o  o  xxx 1m33
ｼｮｳｼﾞ ﾓｴｺ       上山明新館  (439)
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女子   七種砲丸投 1組       9月26日　13:18

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1 14   9荻原　佑梨　 (1) 青　森   7m77   ×   8m90   8m90
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾘ        青森北      (458)

  2 15 456遠藤　紗耶香 (2) 山　形   8m77   ×   8m21   8m77
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ       九里学園    (449)

  3 17 113渡邉　侑子　 (2) 岩　手   8m50   8m03   8m32   8m50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ       黒沢尻北    (432)

  4 16 219遠藤　未久　 (2) 宮　城   8m05   ×   ×   8m05
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ        利府        (403)

  5  9 572鈴木　若菜　 (1) 福　島   7m14   7m72   ×   7m72
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ        磐城桜が丘  (381)

  6  6 444高橋　秋穂　 (2) 山　形   7m21   7m57   ×   7m57
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ        楯岡        (372)

  7  5 264柳　　聖美　 (1) 宮　城   7m47   ×   ×   7m47
ﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾐ        東北学院榴岡 (365)

  8  7 255佐藤　紗也華 (1) 宮　城   7m18   ×   ×   7m18
ｻﾄｳ ｻﾔｶ         明成        (347)

  9 13 323嘉藤　優菜　 (1) 秋　田   6m94   6m63   6m91   6m94
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ         秋田商      (331)

 10  3 303畠山　紗也　 (2) 秋　田   6m49   6m72   ×   6m72
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾔ        秋田北      (317)

 11 18 573瀨脇　ひかり (1) 福　島   6m52   ×   ×   6m52
ｾﾜｷ ﾋｶﾘ         磐城桜が丘  (304)

 12  1 561佐川　裕香　 (2) 福　島   6m35   ×   6m48   6m48
ｻｶﾞﾜ ﾕｶ         磐城        (302)

 13 10 162髙瀬　瑠衣　 (1) 岩　手   6m29   5m54   6m34   6m34
ﾀｶｾ ﾙｲ          北上翔南    (293)

 14  2 134菅原　詩央里 (1) 岩　手   6m20   5m66   6m27   6m27
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ       盛岡四      (288)

 15  8 421庄司　萌子　 (2) 山　形   6m12   ×   ×   6m12
ｼｮｳｼﾞ ﾓｴｺ       上山明新館  (279)

 16 11 332石川　友貴　 (2) 秋　田   6m02   ×   ×   6m02
ｲｼｶﾜ ﾕｷ         西目        (273)

 17  4   3山田　朋佳　 (1) 青　森   5m64   4m55   ×   5m64
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ        青森        (249)

 12  48高橋　　舞　 (2) 青　森 DNS 
ﾀｶﾊｼ ﾏｲ         八戸西      (0)

凡例: DNS:欠    場

女子   七種２００ｍ 3組  9月26日 14:44

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.0 1組

  1   8  572 鈴木　若菜　 (1) 福　島･磐城桜が丘     27.23
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ        ( 693)

  2   4  303 畠山　紗也　 (2) 秋　田･秋田北         27.90
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾔ        ( 639)

  3   7  255 佐藤　紗也華 (1) 宮　城･明成           28.14
ｻﾄｳ ｻﾔｶ         ( 620)

  4   5  113 渡邉　侑子　 (2) 岩　手･黒沢尻北       28.30
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ       ( 607)

  5   6  456 遠藤　紗耶香 (2) 山　形･九里学園       28.39
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ       ( 600)

  6   3    3 山田　朋佳　 (1) 青　森･青森           28.72
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ        ( 575)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+3.1 2組

  1   8  332 石川　友貴　 (2) 秋　田･西目           26.92
ｲｼｶﾜ ﾕｷ         ( 718)

  2   6  573 瀨脇　ひかり (1) 福　島･磐城桜が丘     26.98
ｾﾜｷ ﾋｶﾘ         ( 713)

  3   3  134 菅原　詩央里 (1) 岩　手･盛岡四         27.50
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ       ( 671)

  4   5  219 遠藤　未久　 (2) 宮　城･利府           28.13
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ        ( 621)

  5   4  444 高橋　秋穂　 (2) 山　形･楯岡           28.84
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ        ( 566)

  7   48 高橋　　舞　 (2) 青　森･八戸西      DNS 
ﾀｶﾊｼ ﾏｲ         (   0)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.2 3組

  1   6  323 嘉藤　優菜　 (1) 秋　田･秋田商         26.64
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ         ( 742)

  2   5    9 荻原　佑梨　 (1) 青　森･青森北         27.01
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾘ        ( 711)

  3   3  264 柳　　聖美　 (1) 宮　城･東北学院榴岡    27.53
ﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾐ        ( 668)

  4   4  561 佐川　裕香　 (2) 福　島･磐城           27.66
ｻｶﾞﾜ ﾕｶ         ( 658)

  5   8  421 庄司　萌子　 (2) 山　形･上山明新館     28.39
ｼｮｳｼﾞ ﾓｴｺ       ( 600)

  6   7  162 髙瀬　瑠衣　 (1) 岩　手･北上翔南       28.51
ﾀｶｾ ﾙｲ          ( 591)

凡例: DNS:欠    場
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女子   七種やり投 1組       9月27日　12:30

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1 14 219遠藤　未久　 (2) 宮　城  30m62   ×  30m48  30m62
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ        利府      (488)

  2 13 456遠藤　紗耶香 (2) 山　形  28m07  27m82  26m74  28m07
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ       九里学園  (440)

  3 11 421庄司　萌子　 (2) 山　形  27m14  26m00   ×  27m14
ｼｮｳｼﾞ ﾓｴｺ       上山明新館 (423)

  4 17   9荻原　佑梨　 (1) 青　森  27m11  26m49  25m88  27m11
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾘ        青森北    (422)

  5 15 113渡邉　侑子　 (2) 岩　手  26m95  26m72   ×  26m95
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ       黒沢尻北  (419)

  6 10 255佐藤　紗也華 (1) 宮　城  23m62  26m62  25m89  26m62
ｻﾄｳ ｻﾔｶ         明成      (413)

  7  2 303畠山　紗也　 (2) 秋　田  25m08  15m64  23m79  25m08
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾔ        秋田北    (384)

  8  9 332石川　友貴　 (2) 秋　田  24m95   ×  23m32  24m95
ｲｼｶﾜ ﾕｷ         西目      (381)

  9  7 572鈴木　若菜　 (1) 福　島  22m56  23m82  23m20  23m82
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ        磐城桜が丘 (360)

 10 16 573瀨脇　ひかり (1) 福　島  17m65  23m68  20m02  23m68
ｾﾜｷ ﾋｶﾘ         磐城桜が丘 (358)

 11  6 264柳　　聖美　 (1) 宮　城  20m47  22m18  20m08  22m18
ﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾐ        東北学院榴 (329)

 12 12 162髙瀬　瑠衣　 (1) 岩　手  19m80  17m82  21m23  21m23
ﾀｶｾ ﾙｲ          北上翔南  (312)

 13  5 561佐川　裕香　 (2) 福　島  18m22  21m20   ×  21m20
ｻｶﾞﾜ ﾕｶ         磐城      (311)

 14  4 444高橋　秋穂　 (2) 山　形  19m00  19m79   ×  19m79
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ        楯岡      (285)

 15 18 323嘉藤　優菜　 (1) 秋　田  18m59  18m08  19m48  19m48
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ         秋田商    (279)

 16  1 134菅原　詩央里 (1) 岩　手  15m41   ×  16m58  16m58
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ       盛岡四    (226)

 17  3   3山田　朋佳　 (1) 青　森  11m26   ×  15m05  15m05
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ        青森      (198)

  8  48高橋　　舞　 (2) 青　森 DNS 
ﾀｶﾊｼ ﾏｲ         八戸西    (0)

凡例: DNS:欠    場

女子   七種走幅跳 1組       9月27日　10:00
2組       9月27日　10:00

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  3 264柳　　聖美　 (1) 宮　城   4m83   4m86   4m89   4m89
ﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾐ        東北学院榴 +0.2 +1.2 +2.5 (530)

  2  8 332石川　友貴　 (2) 秋　田   4m69   4m61   4m43   4m69
ｲｼｶﾜ ﾕｷ         西目      +2.0 -0.9 +0.2 (477)

  3  9 421庄司　萌子　 (2) 山　形   4m56   ×   4m54   4m56
ｼｮｳｼﾞ ﾓｴｺ       上山明新館 +0.1 +0.2 (443)

  4  4 561佐川　裕香　 (2) 福　島   4m56   4m33   4m26   4m56
ｻｶﾞﾜ ﾕｶ         磐城      +0.7 -0.4 +1.7 (443)

  5  5 134菅原　詩央里 (1) 岩　手   ×   4m29   4m38   4m38
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ       盛岡四    -0.8 +1.3 (398)

  6  2 444高橋　秋穂　 (2) 山　形   4m17   4m25   4m33   4m33
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ        楯岡      +1.6 +1.9 +0.2 (386)

  7  1   3山田　朋佳　 (1) 青　森   4m30   4m15   4m07   4m30
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ        青森      +2.0 +2.4 -0.2 (379)

  8  7 162髙瀬　瑠衣　 (1) 岩　手   3m97   4m21   4m29   4m29
ﾀｶｾ ﾙｲ          北上翔南  +0.7 -0.7 +0.4 (376)

  9  6 303畠山　紗也　 (2) 秋　田   ×   4m19   4m18   4m19
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾔ        秋田北    -0.2 +1.4 (352)

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1  5 573瀨脇　ひかり (1) 福　島   4m95   4m81   ×   4m95
ｾﾜｷ ﾋｶﾘ         磐城桜が丘 +0.1 +0.5 (546)

  2  8 456遠藤　紗耶香 (2) 山　形   ×   4m64   4m90   4m90
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ       九里学園  +0.0 +0.7 (532)

  3  4 219遠藤　未久　 (2) 宮　城   ×   ×   4m88   4m88
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ        利府      +1.6 (527)

  4  6 323嘉藤　優菜　 (1) 秋　田   4m60   4m72   4m83   4m83
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ         秋田商    +0.2 -0.1 +1.0 (514)

  5  3 572鈴木　若菜　 (1) 福　島   4m66   4m55   4m38   4m66
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ        磐城桜が丘 +0.4 +1.0 +0.8 (469)

  6  9   9荻原　佑梨　 (1) 青　森   4m65   4m43   4m29   4m65
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾘ        青森北    +0.1 -1.3 +1.0 (466)

  7  7 113渡邉　侑子　 (2) 岩　手   4m35   4m51   4m63   4m63
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ       黒沢尻北  -0.1 +0.5 +0.9 (461)

  8  2 255佐藤　紗也華 (1) 宮　城   4m57   ×   4m60   4m60
ｻﾄｳ ｻﾔｶ         明成      +1.0 +0.1 (454)

  1  48高橋　　舞　 (2) 青　森 DNS 
ﾀｶﾊｼ ﾏｲ         八戸西    (0)

凡例: DNS:欠    場
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女子   七種８００ｍ 3組  9月27日 14:20

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   3  162 髙瀬　瑠衣　 (1) 岩　手･北上翔南   2:35.07
ﾀｶｾ ﾙｲ          ( 631)

  2   4  421 庄司　萌子　 (2) 山　形･上山明新館  2:35.89
ｼｮｳｼﾞ ﾓｴｺ       ( 621)

  3   7    3 山田　朋佳　 (1) 青　森･青森       2:37.56
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ        ( 601)

  4   5  134 菅原　詩央里 (1) 岩　手･盛岡四     2:42.38
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ       ( 546)

  5   6  444 高橋　秋穂　 (2) 山　形･楯岡       2:59.00
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ        ( 375)

  400m

  組

混成

 1

混成

 2

混成

 3

  134

   1:12

  255

   1:10

  573

   1:15

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   5  332 石川　友貴　 (2) 秋　田･西目       2:26.81
ｲｼｶﾜ ﾕｷ         ( 733)

  2   7  255 佐藤　紗也華 (1) 宮　城･明成       2:27.12
ｻﾄｳ ｻﾔｶ         ( 729)

  3   3  323 嘉藤　優菜　 (1) 秋　田･秋田商     2:32.67
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ         ( 660)

  4   4  303 畠山　紗也　 (2) 秋　田･秋田北     2:32.87
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾔ        ( 657)

  5   8  572 鈴木　若菜　 (1) 福　島･磐城桜が丘  2:39.24
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ        ( 582)

  6   6  561 佐川　裕香　 (2) 福　島･磐城       2:41.59
ｻｶﾞﾜ ﾕｶ         ( 555)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   8  573 瀨脇　ひかり (1) 福　島･磐城桜が丘  2:30.87
ｾﾜｷ ﾋｶﾘ         ( 682)

  2   6  264 柳　　聖美　 (1) 宮　城･東北学院榴  2:40.94
ﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾐ        ( 562)

  3   5  219 遠藤　未久　 (2) 宮　城･利府       2:42.62
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ        ( 543)

  4   7  113 渡邉　侑子　 (2) 岩　手･黒沢尻北   2:43.76
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ       ( 531)

  5   3  456 遠藤　紗耶香 (2) 山　形･九里学園   2:44.20
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ       ( 526)

  6   4    9 荻原　佑梨　 (1) 青　森･青森北     2:46.79
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾘ        ( 497)




