
平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 100m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 10.61 伊藤　羅生　　(3) ｲﾄｳ ﾗｲｷ 大湊 青森

2 10.71 村上　友介　　(3) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｽｹ 弘前実 青森

3 10.73 木立　夢優人　(2) ｷﾀﾞﾁ ﾑｳﾄ 弘前実 青森

4 10.75 平野　奨人　　(3) ﾋﾗﾉ ｼｭｳﾄ 平工 福島

5 10.80 國吉　尭胤　　(3) ｸﾆﾖｼ ｱｷﾂｸﾞ 盛岡南 岩手

6 10.81 松井　泰成　　(3) ﾏﾂｲ ﾀｲｾｲ 青森北 青森

7 10.83 谷川　　廉　　(3) ﾀﾆｶﾜ ﾚﾝ 八戸西 青森

7 10.83 齋藤　諒平　　(3) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 九里学園 山形

9 10.84 真野　竜伍　　(3) ﾏﾉ ﾘｮｳｺﾞ 東北 宮城

10 10.85 奥口　遥史　　(3) ｵｸｸﾞﾁ ﾊﾙﾁｶ 木造 青森

10 10.85 斎藤　　崚　　(2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 会津工 福島

12 10.86 出口　颯真　　(3) ﾃﾞｸﾞﾁ ｿｳﾏ 秋田中央 秋田

13 10.88 軽部　恭矢　　(3) ｶﾙﾍﾞ ｷｮｳﾔ 山形東 山形

14 10.89 佐藤　伸太郎　(2) ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 仙台育英 宮城

14 10.89 五十嵐　祐人　(3) ｲｶﾗｼ ﾕｳﾄ 鶴岡工 山形

16 10.90 大垣　京也　　(2) ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ 柴田 宮城

16 10.90 柴崎　悠斗　　(3) ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳﾄ 米沢中央 山形

16 10.90 住石　海希　　(2) ｽﾐｲｼ ﾋﾛｷ 酒田東 山形

19 10.91 高橋　謙介　　(3) ﾀｶﾊｼ ｹﾝｽｹ 横手清陵学院 秋田

19 10.91 池田　恒太　　(3) ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀ 酒田光陵 山形

21 10.94 郡司　敦生　　(3) ｸﾞﾝｼﾞ ｱﾂｷ 盛岡南 岩手

22 10.97 佐々木　皓雄　(3) ｻｻｷ ﾋﾛﾀｶ 大船渡東 岩手

23 11.01 藤井　大祐　　(2) ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 盛岡南 岩手

23 11.01 大西　駿太朗　(3) ｵｵﾆｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 仙台向山 宮城

23 11.01 秋山　優希　　(1) ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 日大東北 福島

26 11.04 土屋　和輝　　(3) ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｷ 湯本 福島

27 11.05 畠山　比呂　　(2) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛ 盛岡工 岩手

28 11.06 五十嵐　好耶　(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾔ 郡山商 福島

29 11.07 大上　直起　　(3) ｵｵｶﾐ ﾅｵｷ 久慈東 岩手

30 11.10 熊谷　龍之介　(2) ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 秋田 秋田

30 11.10 菅井　啓佑　　(3) ｽｶﾞｲ ｹｲｽｹ 喜多方 福島

32 11.11 八重樫　虎之介(3) ﾔｴｶﾞｼ ﾄﾗﾉｽｹ 仙台商 宮城

32 11.11 越後　一真　　(2) ｴﾁｺﾞ ｶｽﾞﾏ 能代工 秋田

34 11.12 髙橋　　諒　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 古川工 宮城

35 11.17 杉山　祐輔　　(3) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 横手 秋田

36 11.22 神山　　連　　(3) ｶﾐﾔﾏ ﾚﾝ 秋田西 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 200m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 21.51 齋藤　諒平　　(3) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 九里学園 山形

2 21.72 國吉　尭胤　　(3) ｸﾆﾖｼ ｱｷﾂｸﾞ 盛岡南 岩手

3 21.81 高橋　謙介　　(3) ﾀｶﾊｼ ｹﾝｽｹ 横手清陵学院 秋田

4 21.85 伊藤　羅生　　(3) ｲﾄｳ ﾗｲｷ 大湊 青森

5 21.92 柴崎　悠斗　　(3) ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳﾄ 米沢中央 山形

6 21.93 佐藤　俊平　　(3) ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 庄内総合 山形

7 22.03 村上　友介　　(3) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｽｹ 弘前実 青森

8 22.04 藤井　大祐　　(2) ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 盛岡南 岩手

9 22.05 佐々木　幹斗　(3) ｻｻｷ ﾐｷﾄ 盛岡南 岩手

10 22.24 熊谷　龍之介　(2) ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 秋田 秋田

11 22.26 出口　颯真　　(3) ﾃﾞｸﾞﾁ ｿｳﾏ 秋田中央 秋田

12 22.29 佐々木　皓雄　(3) ｻｻｷ ﾋﾛﾀｶ 大船渡東 岩手

12 22.29 渋谷　涼馬　　(3) ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾏ 酒田光陵 山形

14 22.31 木内　颯太　　(3) ｷﾉｳﾁ ｿｳﾀ 秋田商 秋田

15 22.33 平野　奨人　　(3) ﾋﾗﾉ ｼｭｳﾄ 平工 福島

16 22.34 谷川　　廉　　(3) ﾀﾆｶﾜ ﾚﾝ 八戸西 青森

17 22.36 軽部　恭矢　　(3) ｶﾙﾍﾞ ｷｮｳﾔ 山形東 山形

18 22.39 正木　佑磨　　(2) ﾏｻｷ ﾕｳﾏ 盛岡工 岩手

19 22.40 中沢　駿介　　(3) ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 秋田中央 秋田

20 22.41 池田　恒太　　(3) ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀ 酒田光陵 山形

21 22.42 北林　哲也　　(3) ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 秋田西 秋田

22 22.55 小野寺　信　　(3) ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾝ 水沢一 岩手

23 22.59 真野　竜伍　　(3) ﾏﾉ ﾘｮｳｺﾞ 東北 宮城

24 22.63 大垣　京也　　(2) ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ 柴田 宮城

25 22.65 藤田　優斗　　(3) ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 日大東北 福島

26 22.68 菅井　啓佑　　(3) ｽｶﾞｲ ｹｲｽｹ 喜多方 福島

27 22.71 鎌田　啓介　　(3) ｶﾏﾀ ｹｲｽｹ 八戸 青森

28 22.72 松井　泰成　　(3) ﾏﾂｲ ﾀｲｾｲ 青森北 青森

28 22.72 奥口　歩夢　　(2) ｵｸｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 五所川原商 青森

30 22.81 山縣　亮宏　　(3) ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 仙台三 宮城

31 22.86 佐藤　伸太郎　(2) ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 仙台育英 宮城

32 22.89 土屋　和輝　　(3) ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｷ 湯本 福島

32 22.89 五十嵐　好耶　(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾔ 郡山商 福島

34 22.99 山田　晃平　　(3) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 福島商 福島

35 23.01 髙橋　　諒　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 古川工 宮城

36 23.04 大西　駿太朗　(3) ｵｵﾆｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 仙台向山 宮城



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 400m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 48.32 相馬　啓人　　(3) ｿｳﾏ ｹｲﾄ 弘前実 青森

2 48.68 菅野　　嗣　　(3) ｶﾝﾉ ﾂｸﾞﾙ 花巻東 岩手

3 48.69 近　　悠大　　(2) ｺﾝ ﾕｳﾀ 東海大山形 山形

4 48.73 山内　大夢　　(3) ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾑ 会津 福島

5 49.15 大沢　地生　　(3) ｵｵｻﾜ ﾁﾊﾙ 八学光星 青森

6 49.23 古川　海翔　　(3) ﾌﾙｶﾜ ｶｲﾄ 会津 福島

7 49.24 草野　留維　　(3) ｸｻﾉ ﾙｲ 東日大昌平 福島

8 49.25 鍋嶋　栄二　　(2) ﾅﾍﾞｼﾏ ｴｲｼﾞ 仙台育英 宮城

9 49.36 熊谷　　禄　　(3) ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｷ 盛岡南 岩手

10 49.40 永浦　晴輝　　(3) ﾅｶﾞｳﾗ ﾊﾙｷ 東北 宮城

11 49.42 北林　哲也　　(3) ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 秋田西 秋田

12 49.53 白井　一央　　(2) ｼﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ 仙台西 宮城

13 49.70 梶原　広夢　　(3) ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾑ 気仙沼 宮城

14 49.75 成田　竣哉　　(3) ﾅﾘﾀ ｼｭﾝﾔ 弘前実 青森

14 49.75 高玉　蓮斗　　(3) ﾀｶﾀﾞﾏ ﾚﾝﾄ 仙台育英 宮城

16 49.83 榊田　竜也　　(3) ｻｶｷﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 仙台育英 宮城

17 49.88 中沢　駿介　　(3) ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 秋田中央 秋田

18 49.93 大久保　直樹　(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ 八戸 青森

19 49.95 蛭田　　陽　　(3) ﾋﾙﾀ ﾖｳ 磐城 福島

20 49.98 寒河江　碧　　(3) ｻｶﾞｴ ﾍｷﾙ 米沢中央 山形

21 50.07 青木　章馬　　(3) ｱｵｷ ｼｮｳﾏ 山形南 山形

22 50.10 今野　　凜　　(2) ｺﾝﾉ ﾘﾝ 酒田光陵 山形

23 50.12 小形　海星　　(3) ｵｶﾞﾀ ｶｲｾｲ 青森北 青森

24 50.27 奥村　　翔　　(3) ｵｸﾑﾗ ｶｹﾙ 山形中央 山形

25 50.31 田原　　悠　　(2) ﾀﾊﾗ ﾕｳ 盛岡南 岩手

26 50.32 信夫　龍成　　(2) ｼﾉﾌﾞ ﾘｭｳｾｲ 米沢中央 山形

27 50.42 佐藤　駿介　　(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 秋田 秋田

28 50.45 田中　健太　　(2) ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 日大東北 福島

29 50.55 笠間　春希　　(3) ｶｻﾏ ﾊﾙｷ 郡山商 福島

30 50.58 齊藤　悠稀　　(3) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 明桜 秋田

31 50.68 小橋　圭太　　(3) ｺﾊﾞｼ ｹｲﾀ 八戸西 青森

32 50.71 平田　航輝　　(3) ﾋﾗﾀ ｺｳｷ 雄勝 秋田

33 50.77 大山　陽介　　(3) ｵｵﾔﾏ ﾖｳｽｹ 角館 秋田

34 50.92 鎌田　将太朗　(2) ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 花巻東 岩手

35 50.94 佐々木　柊哉　(2) ｻｻｷ ｼｭｳﾔ 一関工高専 岩手

36 50.96 小笠原　陵真　(3) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳﾏ 盛岡工 岩手



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 800m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 1:53.91 佐藤　駿太　　(3) ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 九里学園 山形

2 1:54.99 加藤　　輝　　(3) ｶﾄｳ ｱｷﾗ 東海大山形 山形

3 1:55.36 鈴木　　要　　(3) ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ 山形工 山形

4 1:56.28 村里　春樹　　(2) ﾑﾗｻﾄ ﾊﾙｷ 盛岡南 岩手

5 1:56.51 橋本　拓磨　　(3) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 日大東北 福島

6 1:56.94 金村　雄介　　(3) ｶﾈﾑﾗ ﾕｳｽｹ 泉 宮城

7 1:57.00 川端　永遠　　(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾜ 宮古商 岩手

8 1:57.25 角和　慶人　　(3) ｶｸﾜ ｹｲﾄ 安積 福島

9 1:57.27 會田　純己　　(3) ｱｲﾀ ｽﾐｷ 仙台育英 宮城

10 1:57.36 佐藤　　亘　　(3) ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 古川工 宮城

11 1:57.56 安藤　充志　　(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 郡山東 福島

12 1:57.60 安倍　優紀　　(1) ｱﾝﾊﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 清陵情報 福島

13 1:57.62 奥村　　翔　　(3) ｵｸﾑﾗ ｶｹﾙ 山形中央 山形

14 1:57.67 青沼　瑞季　　(3) ｱｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 利府 宮城

15 1:57.68 千田　洸斗　　(3) ﾁﾀﾞ ﾋﾛﾄ 北上翔南 岩手

16 1:57.87 加藤　　駆　　(1) ｶﾄｳ ｶｹﾙ 学法石川 福島

17 1:58.11 深澤　柊也　　(3) ﾌｶｻﾜ ｼｭｳﾔ 西和賀 岩手

18 1:58.17 池田　丈礼　　(3) ｲｹﾀﾞ ﾀｹｱｷ 盛岡北 岩手

18 1:58.17 田中　悠也　　(3) ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 九里学園 山形

20 1:58.20 菅野　　悠　　(3) ｶﾝﾉ ﾕｳ 専修大学北上 岩手

21 1:58.25 髙梨　　陸　　(2) ﾀｶﾅｼ ﾘｸ 柴田 宮城

22 1:58.26 工藤　山河　　(3) ｸﾄﾞｳ ｻﾝｶﾞ 秋田工 秋田

23 1:58.40 小賀坂　斗真　(3) ｺｶﾞｻｶ ﾄｳﾏ 福島成蹊 福島

24 1:58.47 池田　　丈　　(2) ｲｹﾀﾞ ｼﾞｮｳ 酒田東 山形

25 1:59.15 髙階　春希　　(3) ﾀｶｼﾅ ﾊﾙｷ 横手清陵学院 秋田

26 1:59.47 安達　響生　　(2) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 秋田工 秋田

27 1:59.55 渡邊　恭介　　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ 秋田中央 秋田

28 1:59.62 佐藤　孝太朗　(3) ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 大曲工 秋田

29 1:59.93 齋藤　鉱也　　(2) ｻｲﾄｳ ｺｳﾔ 東北 宮城

30 2:00.84 阿部　幸之進　(3) ｱﾍﾞ ﾕｷﾉｼﾝ 大館国際情報 秋田

31 2:03.76 松岡　陽太　　(3) ﾏﾂｵｶ ﾖｳﾀ 八戸 青森

32 2:03.96 馬場　康生　　(3) ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾅﾘ 八学光星 青森

33 2:04.09 須藤　　駿　　(2) ｽﾄｳ ｼｭﾝ 八戸 青森

34 2:04.20 田高　永輝　　(1) ﾀﾀﾞｶ ｴｲｷ 青森山田 青森

35 2:04.42 井筒　麗稀　　(2) ｲﾂﾞﾂ ｳﾙｷ 青森東 青森

36 2:04.49 高谷　龍星　　(3) ﾀｶﾔ ﾘｭｳｾｲ 弘前中央 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 1500m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 3:52.32 半澤　黎斗　　(3) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾚｲﾄ 学法石川 福島

2 3:52.59 久納　　碧　　(3) ｸﾉｳ ｱｵｲ 学法石川 福島

3 3:55.34 加藤　広之　　(3) ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 学法石川 福島

4 3:55.35 小野　友生　　(3) ｵﾉ ﾕｳｷ 東北 宮城

5 3:57.12 佐々木　塁　　(1) ｻｻｷ ﾙｲ 盛岡一 岩手

6 3:57.28 會田　純己　　(3) ｱｲﾀ ｽﾐｷ 仙台育英 宮城

7 3:57.64 齋藤　鉱也　　(2) ｻｲﾄｳ ｺｳﾔ 東北 宮城

8 3:57.78 吉居　大和　　(1) ﾖｼｲ ﾔﾏﾄ 仙台育英 宮城

9 3:57.84 坪井　海門　　(3) ﾂﾎﾞｲ ｶｲﾄ 明成 宮城

10 3:57.86 児玉　悠輔　　(2) ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ 東北 宮城

11 4:00.28 工藤　山河　　(3) ｸﾄﾞｳ ｻﾝｶﾞ 秋田工 秋田

12 4:00.48 天野　竜汰　　(3) ｱﾏﾉ ﾘｭｳﾀ 秋田工 秋田

13 4:00.61 大沼　　翼　　(2) ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ 東海大山形 山形

13 4:00.61 川口　航士郎　(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 東海大山形 山形

15 4:00.68 音部　広宣　　(3) ｵﾄﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 田村 福島

16 4:00.93 志貴　勇斗　　(1) ｼｷ ﾊﾔﾄ 山形南 山形

17 4:01.04 髙橋　　光　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 山形南 山形

18 4:01.11 池田　丈礼　　(3) ｲｹﾀﾞ ﾀｹｱｷ 盛岡北 岩手

19 4:01.22 山崎　洸真　　(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾏ 専修大学北上 岩手

20 4:01.53 及川　瑠音　　(2) ｵｲｶﾜ ﾙｵﾝ 一関学院 岩手

21 4:01.58 松川　雅虎　　(2) ﾏﾂｶﾜ ﾐﾔﾄ 花巻東 岩手

22 4:01.65 澤田　大輝　　(3) ｻﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 一関学院 岩手

23 4:02.12 鈴木　　要　　(3) ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ 山形工 山形

24 4:02.13 荒生　実慧　　(2) ｱﾗｵ ﾏｻﾄ 酒田南 山形

25 4:02.66 田　健司　　(3) ｽｸﾓﾀ ｹﾝｼﾞ 田村 福島

26 4:03.15 岡部　耕平　　(2) ｵｶﾍﾞ ｺｳﾍｲ 安積 福島

27 4:03.42 佐藤　稜汰　　(3) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大曲工 秋田

28 4:03.70 萩野　紫音　　(3) ﾊｷﾞﾉ ｼｵﾝ 大館国際情報 秋田

29 4:04.10 田澤　　廉　　(2) ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ 青森山田 青森

30 4:04.23 笹村　雄斗　　(3) ｻｻﾑﾗ ﾕｳﾄ 秋田中央 秋田

31 4:06.02 能美　泰樹　　(3) ﾉﾐ ﾀｲｷ 角館 秋田

32 4:06.80 野口　一穂　　(3) ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾎ 八学光星 青森

33 4:07.41 原田　宗市　　(3) ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｲﾁ 弘前実 青森

34 4:08.79 小田　敬大　　(3) ｵﾀﾞ ｹｲﾀ 八学光星 青森

35 4:09.06 外崎　志門　　(3) ﾄﾉｻｷ ｼﾓﾝ 五所川原工 青森

36 4:09.54 鎌田　直樹　　(3) ｶﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 八学光星 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 5000m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 14:12.35 田澤　　廉　　(2) ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ 青森山田 青森

2 14:16.39 ﾋﾟｰﾀｰ　ﾑﾜﾝｷﾞ　(3) ﾋﾟｰﾀｰ ﾑﾜﾝｷﾞ 仙台育英 宮城

3 14:34.05 半澤　黎斗　　(3) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾚｲﾄ 学法石川 福島

4 14:34.61 遠藤　大地　　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 古川工 宮城

5 14:36.91 天野　竜汰　　(3) ｱﾏﾉ ﾘｭｳﾀ 秋田工 秋田

6 14:37.47 櫛田　佳希　　(2) ｸｼﾀﾞ ﾖｼｷ 学法石川 福島

7 14:39.48 大沼　　翼　　(2) ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ 東海大山形 山形

8 14:41.67 佐久間　裕己　(3) ｻｸﾏ ﾕｳｷ 田村 福島

9 14:42.54 小指　卓也　　(2) ｺｻﾞｽ ﾀｸﾔ 学法石川 福島

10 14:43.91 梅木　　海　　(3) ｳﾒｷ ｶｲ 鶴岡東 山形

11 14:44.87 荒生　実慧　　(2) ｱﾗｵ ﾏｻﾄ 酒田南 山形

12 14:45.26 四釜　峻佑　　(2) ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ 山形中央 山形

13 14:45.79 川口　航士郎　(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 東海大山形 山形

14 14:48.33 小野　友生　　(3) ｵﾉ ﾕｳｷ 東北 宮城

15 14:50.74 ｽﾃﾌｧﾝ　ｶﾏｳ　　(2) ｽﾃﾌｧﾝ ｶﾏｳ 青森山田 青森

16 14:55.36 佐藤　琉稀　　(3) ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 酒田南 山形

17 14:55.80 野口　一穂　　(3) ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾎ 八学光星 青森

18 14:57.56 佐藤　稜汰　　(3) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大曲工 秋田

19 14:57.78 小島　優作　　(3) ｺｼﾞﾏ ﾕｳｻｸ 仙台育英 宮城

20 14:58.46 髙貝　　瞬　　(1) ﾀｶｶﾞｲ ｼｭﾝ 秋田工 秋田

21 14:58.68 高橋　銀河　　(1) ﾀｶﾊｼ ｷﾞﾝｶﾞ 秋田工 秋田

22 14:59.41 松尾　鴻雅　　(3) ﾏﾂｵ ｺｳｶﾞ 八学光星 青森

23 14:59.45 下舘　真樹　　(3) ｼﾓﾀﾞﾃ ﾏｻｷ 一関学院 岩手

24 14:59.76 菊池　　秦　　(3) ｷｸﾁ ｼﾝ 青森山田 青森

25 15:00.37 坪井　海門　　(3) ﾂﾎﾞｲ ｶｲﾄ 明成 宮城

26 15:01.04 原田　宗市　　(3) ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｲﾁ 弘前実 青森

27 15:01.41 田　健司　　(3) ｽｸﾓﾀ ｹﾝｼﾞ 田村 福島

28 15:02.32 小倉　朝陽　　(2) ｵｸﾞﾗ ｱｻﾋ 一関学院 岩手

29 15:04.96 萩野　紫音　　(3) ﾊｷﾞﾉ ｼｵﾝ 大館国際情報 秋田

30 15:05.25 佐藤　礼旺　　(2) ｻﾄｳ ﾚｵ 仙台育英 宮城

31 15:06.54 笹村　雄斗　　(3) ｻｻﾑﾗ ﾕｳﾄ 秋田中央 秋田

32 15:09.18 吉田　尚矢　　(3) ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 田村 福島

33 15:09.19 松川　雅虎　　(2) ﾏﾂｶﾜ ﾐﾔﾄ 花巻東 岩手

34 15:10.13 佐々木　飛鳥　(3) ｻｻｷ ｱｽｶ 専修大学北上 岩手

35 15:12.29 佐藤　　陸　　(3) ｻﾄｳ ﾘｸ 一関学院 岩手

36 15:15.26 中嶋　貴哉　　(3) ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾔ 宮古 岩手



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 110mH

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 14.90 尾形　直也　　(3) ｵｶﾞﾀ ﾅｵﾔ 東北学院 宮城

2 14.92 大平　悠人　　(3) ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 青森北 青森

3 14.95 工藤　大靖　　(3) ｸﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 木造 青森

4 14.98 佐藤　史音　　(3) ｻﾄｳ ｼｵﾝ 酒田南 山形

5 15.00 鈴木　泰広　　(3) ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 花巻東 岩手

6 15.26 石崎　浩大　　(2) ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 盛岡南 岩手

7 15.30 熊谷　　魁　　(2) ｸﾏｶﾞｲ ｶｲ 秋田中央 秋田

8 15.31 後藤　瑞貴　　(3) ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ 金足農 秋田

9 15.33 須賀　和希　　(2) ｽｶﾞ ｶｽﾞｷ 仙台二華 宮城

10 15.37 小野　和人　　(1) ｵﾉ ｶｽﾞﾄ 郡山東 福島

11 15.38 須藤　涼太　　(2) ｽﾄｳ ﾘｮｳﾀ 青森北 青森

11 15.38 松橋　十輝　　(3) ﾏﾂﾊｼ ｼﾞｭｳｷ 秋田商 秋田

11 15.38 渡部　祐一郎　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 九里学園 山形

14 15.42 藤原　拓馬　　(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ 横手 秋田

15 15.48 武田　　樹　　(2) ﾀｹﾀﾞ ﾀﾂｷ 秋田 秋田

16 15.51 佐藤　秀繁　　(3) ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 一関二 岩手

16 15.51 運賀　涼介　　(3) ｳﾝｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 平工 福島

18 15.52 岩井　郁也　　(3) ｲﾜｲ ﾌﾐﾔ 安積 福島

19 15.54 岩嶋　一馬　　(3) ｲﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ 迫桜 宮城

20 15.56 山内　晋之亮　(3) ﾔﾏｳﾁ ｼﾝﾉｽｹ 仙台三 宮城

21 15.57 中嶋　幸樹　　(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ 大湊 青森

22 15.58 太細　龍人　　(2) ﾀﾞｻｲ ﾀﾂﾄ 東北学院榴岡 宮城

23 15.60 桐原　京佑　　(2) ｷﾘﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 山形中央 山形

24 15.64 小林　樹生　　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ 三本木 青森

25 15.67 及川　貴史　　(3) ｵｲｶﾜ ﾀｶｼ 黒沢尻北 岩手

26 15.71 西村　優作　　(3) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｻｸ 日大東北 福島

27 15.73 丸山　亮陽　　(1) ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 酒田南 山形

28 15.81 岡部　凌玖　　(1) ｵｶﾍﾞ ﾘｸ 鶴岡工 山形

29 15.88 相川　俊隆　　(3) ｱｲｶﾜ ﾄｼｶﾀ 十和田 秋田

30 16.00 髙橋　太星　　(2) ﾀｶﾊｼ ﾀｲｾｲ 盛岡一 岩手

31 16.02 藤　　樹輝　　(1) ﾌｼﾞ ｲﾂｷ 花巻東 岩手

32 16.06 渋谷　洸斗　　(3) ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛﾄ 山形工 山形

32 16.06 宮尾　慶信　　(3) ﾐﾔｵ ｹｲｼﾝ 白河 福島

34 16.08 長内　孝悦　　(3) ｵｻﾅｲ ﾀｶﾉﾌﾞ 弘前南 青森

35 16.14 武山　和樹　　(3) ﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞｷ 石巻好文館 宮城

36 16.20 髙木　誠琉　　(2) ﾀｶｷﾞ ｾｲﾘｭｳ 磐城 福島



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 400mH

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 52.59 山内　大夢　　(3) ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾑ 会津 福島

2 52.63 相馬　啓人　　(3) ｿｳﾏ ｹｲﾄ 弘前実 青森

3 53.77 尾形　直也　　(3) ｵｶﾞﾀ ﾅｵﾔ 東北学院 宮城

4 53.87 永井　桂大　　(3) ﾅｶﾞｲ ｹｲﾀ 米沢中央 山形

5 54.22 岩渕　颯耶　　(2) ｲﾜﾌﾞﾁ ｿｳﾔ 仙台育英 宮城

6 54.73 小松田　寛人　(3) ｺﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾄ 大曲農 秋田

7 55.17 岩井　郁也　　(3) ｲﾜｲ ﾌﾐﾔ 安積 福島

8 55.26 甲州　達哉　　(3) ｺｳｼｭｳ ﾀﾂﾔ 新庄北 山形

9 55.33 小橋　圭太　　(3) ｺﾊﾞｼ ｹｲﾀ 八戸西 青森

10 55.57 倉田　夏希　　(3) ｸﾗﾀ ﾅﾂｷ 花巻東 岩手

11 55.58 武田　　樹　　(2) ﾀｹﾀﾞ ﾀﾂｷ 秋田 秋田

12 55.59 佐々木　啓吾　(3) ｻｻｷ ｹｲｺﾞ 富谷 宮城

13 55.71 尾箸　亮太　　(3) ｵﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 九里学園 山形

14 55.78 山本　万就　　(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾅﾘ 弘前 青森

15 55.90 遠藤　裕汰　　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ いわき秀英 福島

16 55.97 鈴木　龍亮　　(2) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 野辺地 青森

17 56.01 佐藤　友紀　　(3) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 木造 青森

18 56.05 川又　彰人　　(3) ｶﾜﾏﾀ ｼｮｳﾄ 盛岡一 岩手

19 56.18 小松　柊都　　(3) ｺﾏﾂ ｼｭｳﾄ 気仙沼 宮城

20 56.20 大友　颯太　　(3) ｵｵﾄﾓ ｿｳﾀ 湯沢翔北 秋田

21 56.37 舟橋　樹永徳　(3) ﾌﾅﾊｼ ｼﾞｭｴﾄｸ 須賀川桐陽 福島

22 56.44 阿部　　響　　(3) ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 花北青雲 岩手

23 56.47 齋藤　茉広　　(3) ｻｲﾄｳ ﾏﾋﾛ 福島商 福島

24 56.51 岩橋　拓磨　　(3) ｲﾜﾊｼ ﾀｸﾏ 会津 福島

25 56.52 鈴木　博登　　(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 富谷 宮城

26 56.53 古山　　凛　　(2) ﾌﾙﾔﾏ ﾘﾝ 角田 宮城

27 56.63 佐藤　秀繁　　(3) ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 一関二 岩手

28 56.66 長内　彪馬　　(3) ｵｻﾅｲ ﾋｮｳﾏ 東奥学園 青森

29 56.67 松橋　十輝　　(3) ﾏﾂﾊｼ ｼﾞｭｳｷ 秋田商 秋田

30 56.72 千葉　大雅　　(3) ﾁﾊﾞ ﾀｲｶﾞ 水沢一 岩手

31 56.76 柴崎　駿希　　(1) ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｷ 米沢中央 山形

32 56.84 福浦　凌太　　(3) ﾌｸｳﾗ ﾘｮｳﾀ 盛岡南 岩手

33 56.85 柴田　大雅　　(3) ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 東桜学館 山形

34 57.07 冨樫　巧真　　(2) ﾄｶﾞｼ ﾀｸﾏ 大館国際情報 秋田

35 57.30 渡部　祐一郎　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 九里学園 山形

36 57.36 後藤　瑞貴　　(3) ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ 金足農 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 3000mSC

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1  8:52.74 ルカ　ムセンビ(2) ﾙｶ ﾑｾﾝﾋﾞ 仙台育英 宮城

2  9:12.93 芳賀　宏太郎　(3) ﾊｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 学法石川 福島

3  9:17.98 續木　日向　　(3) ﾂﾂﾞｷ ﾋﾅﾀ 秋田工 秋田

4  9:24.26 遠藤　大地　　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 古川工 宮城

5  9:24.32 八重樫　尚輝　(3) ﾔｴｶﾞｼ ﾅｵｷ 専修大学北上 岩手

6  9:24.52 金田　龍心　　(2) ｶﾅﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ 仙台育英 宮城

7  9:28.53 東海林　雄斗　(3) ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳﾄ 東海大山形 山形

8  9:32.70 鈴木　玲央　　(2) ｽｽﾞｷ ﾚｵ 秋田工 秋田

9  9:33.54 細谷　翔馬　　(3) ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ 東北 宮城

10  9:34.03 佐藤　克紀　　(3) ｻﾄｳ ﾏｻｷ 田村 福島

11  9:34.11 土田　陽大　　(2) ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾅﾀ 秋田工 秋田

12  9:34.18 菊池　柚真　　(3) ｷｸﾁ ﾕｳﾏ 専修大学北上 岩手

13  9:34.67 松舘　　快　　(3) ﾏﾂﾀﾞﾃ ｶｲ 盛岡三 岩手

14  9:35.12 大野　陽人　　(2) ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 九里学園 山形

15  9:35.21 中村　瑠吾　　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺﾞ 山形中央 山形

16  9:35.61 内山　　凌　　(3) ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳ 磐城 福島

17  9:36.87 千葉　隼也　　(3) ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾔ 千厩 岩手

18  9:37.39 菊池　和哉　　(3) ｷｸﾁ ｶｽﾞﾔ 水沢商 岩手

19  9:38.13 小田　敬大　　(3) ｵﾀﾞ ｹｲﾀ 八学光星 青森

20  9:38.38 吉川　幸汰　　(3) ｷｯｶﾜ ｺｳﾀ 宮古 岩手

21  9:39.16 古山　慧斗　　(3) ﾌﾙﾔﾏ ｹｲﾄ 名取北 宮城

22  9:40.75 宗像　　聖　　(2) ﾑﾅｶﾀ ﾋｼﾞﾘ 学法石川 福島

23  9:41.14 津谷　幸希　　(3) ﾂﾔ ﾕｳｷ 秋田北鷹 秋田

24  9:41.40 小原　　響　　(1) ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ 仙台二華 宮城

25  9:42.37 外崎　志門　　(3) ﾄﾉｻｷ ｼﾓﾝ 五所川原工 青森

26  9:42.41 高　　裕之　　(3) ｺｳ ﾋﾛﾕｷ いわき光洋 福島

27  9:42.85 遠田　　駿　　(3) ｴﾝﾀ ｼｭﾝ 酒田光陵 山形

28  9:44.85 吹越　清陽　　(3) ﾌｯｺｼ ｼﾝﾔ 八学光星 青森

29  9:46.07 舩田　圭吾　　(3) ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ 東海大山形 山形

30  9:46.72 清水川　晴人　(2) ｼﾐｽﾞｶﾜ ﾊﾙﾄ 大曲 秋田

31  9:49.79 小山　啓太　　(3) ｺﾔﾏ ｹｲﾀ 山形南 山形

32  9:50.24 佐々木　楓　　(3) ｻｻｷ ｶｴﾃﾞ 大曲工 秋田

33  9:51.71 玄葉　隆太郎　(3) ｹﾞﾝﾊﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 安積 福島

34  9:52.33 山道　勇輝　　(2) ﾔﾏﾐﾁ ﾕｳｷ 八学光星 青森

35  9:56.70 仙庭　諒典　　(3) ｾﾝﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 青森山田 青森

36 10:02.77 工藤　　真　　(3) ｸﾄﾞｳ ｼﾝ 八戸西 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 5000mW

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 21:21.68 緑川　大海　　(2) ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾋﾛｳﾐ 白河 福島

2 21:26.38 小武海　泰士　(3) ｺﾌﾞｶｲ ﾀｲｼ 能代 秋田

3 21:28.01 後藤　彪吾　　(3) ｺﾞﾄｳ ﾋｮｳｺﾞ 鶴岡東 山形

4 21:29.40 近藤　大貴　　(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ 秋田工 秋田

5 21:55.38 奥寺　諒丞　　(3) ｵｸﾃﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ 青森山田 青森

6 22:38.53 横山　麟茶郎　(2) ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 九里学園 山形

7 22:39.71 松田　優太　　(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 柴田 宮城

8 22:39.80 寺田　倖太朗　(3) ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 仙台一 宮城

9 22:50.21 大森　玲音　　(3) ｵｵﾓﾘ ﾚｵﾝ 利府 宮城

10 22:52.83 神原　純也　　(3) ｶﾝﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 横手 秋田

11 22:57.63 大内　奎吾　　(2) ｵｵｳﾁ ｹｲｺﾞ 名取北 宮城

12 23:13.84 山田　悠真　　(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ 大湊 青森

13 23:20.05 髙木　健太　　(3) ﾀｶｷ ｹﾝﾀ いわき秀英 福島

14 23:23.69 吾妻　敬也　　(2) ｱﾂﾞﾏ ｹｲﾔ 安積 福島

15 23:25.51 福田　友郎　　(3) ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾛｳ 安積黎明 福島

16 23:33.53 進藤　宝登　　(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾄ 横手 秋田

17 23:52.27 菅原　拓巳　　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 一関工 岩手

18 23:57.48 柴田　健太郎　(3) ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 東海大山形 山形

19 24:14.43 柴田　　葉　　(3) ｼﾊﾞﾀ ﾖｳ 花巻北 岩手

20 24:19.97 高橋　弦士　　(3) ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝｼﾞ 盛岡南 岩手

21 24:30.69 川村　亮太　　(2) ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 花巻北 岩手

22 24:30.73 佐藤　　蓮　　(3) ｻﾄｳ ﾚﾝ 十和田工 青森

23 24:41.49 後藤　大和　　(3) ｺﾞﾄｳ ﾔﾏﾄ 上山明新館 山形

24 25:54.74 畠山　修弥　　(2) ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭｳﾔ 三本木 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 4×100mR

Rank 県大会記録 学校名 学校名ﾌﾘｶﾞﾅ 県名

1 41.45 盛岡南 ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 岩手

2 41.49 米沢中央 ﾖﾈｻﾞﾜﾁｭｳｵｳ 山形

3 41.73 東北 ﾄｳﾎｸ 宮城

4 41.85 秋田中央 ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ 秋田

5 42.01 仙台育英 ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ 宮城

6 42.03 酒田光陵 ｻｶﾀｺｳﾘｮｳ 山形

7 42.11 盛岡工 ﾓﾘｵｶｺｳｷﾞｮｳ 岩手

8 42.13 横手清陵学院 ﾖｺﾃｾｲﾘｮｳｶﾞｸｲﾝ 秋田

9 42.36 秋田 ｱｷﾀ 秋田

10 42.41 磐城 ｲﾜｷ 福島

11 42.42 山形学院 ﾔﾏｶﾞﾀｶﾞｸｲﾝ 山形

12 42.44 花巻東 ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ 岩手

12 42.44 大館国際情報 ｵｵﾀﾞﾃｺｸｻｲｼﾞｮｳﾎｳｶﾞｸｲﾝ 秋田

12 42.44 福島 ﾌｸｼﾏ 福島

15 42.54 秋田西 ｱｷﾀﾆｼ 秋田

16 42.58 九里学園 ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ 山形

17 42.70 利府 ﾘﾌ 宮城

18 42.74 仙台三 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ 宮城

19 42.79 秋田商 ｱｷﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 秋田

20 42.80 日大山形 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ 山形

21 42.81 盛岡三 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｻﾝ 岩手

22 42.83 盛岡一 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｲﾁ 岩手

22 42.83 山形商 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾘﾂｼｮｳｷﾞｮｳ 山形

24 42.84 福島商 ﾌｸｼﾏｼｮｳｷﾞｮｳ 福島

25 42.87 会津工 ｱｲﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ 福島

26 42.94 平工 ﾀｲﾗｺｳｷﾞｮｳ 福島

27 42.98 千厩 ｾﾝﾏﾔ 岩手

28 43.05 聖光学院 ｾｲｺｳｶﾞｸｲﾝ 福島

29 43.17 築館 ﾂｷﾀﾞﾃ 宮城

30 43.31 仙台一 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｲﾁ 宮城

記録なし 弘前実 ﾋﾛｻｷｼﾞﾂ 青森

記録なし 木造 ｷﾂﾞｸﾘ 青森

記録なし 青森北 ｱｵﾓﾘｷﾀ 青森

記録なし 大湊 ｵｵﾐﾅﾄ 青森

記録なし 弘前 ﾋﾛｻｷ 青森

記録なし 八戸 ﾊﾁﾉﾍ 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 4×400mR

Rank 県大会記録 学校名 学校名ﾌﾘｶﾞﾅ 県名

1 3:16.18 弘前実 ﾋﾛｻｷｼﾞﾂ 青森

2 3:16.69 盛岡南 ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 岩手

3 3:17.32 米沢中央 ﾖﾈｻﾞﾜﾁｭｳｵｳ 山形

4 3:17.49 東海大山形 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ 山形

5 3:17.50 九里学園 ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ 山形

6 3:17.96 会津 ｱｲﾂﾞ 福島

7 3:18.47 酒田光陵 ｻｶﾀｺｳﾘｮｳ 山形

8 3:18.67 秋田商 ｱｷﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 秋田

9 3:18.68 日大東北 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳﾎｸ 福島

10 3:18.70 横手清陵学院 ﾖｺﾃｾｲﾘｮｳｶﾞｸｲﾝ 秋田

11 3:19.24 仙台育英 ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ 宮城

12 3:19.67 秋田中央 ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ 秋田

13 3:20.07 山形中央 ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ 山形

14 3:20.20 秋田 ｱｷﾀ 秋田

15 3:20.48 郡山商 ｺｵﾘﾔﾏｼｮｳｷﾞｮｳ 福島

16 3:20.89 福島成蹊 ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ 福島

17 3:21.03 秋田西 ｱｷﾀﾆｼ 秋田

18 3:21.04 大湊 ｵｵﾐﾅﾄ 青森

19 3:21.24 八戸西 ﾊﾁﾉﾍﾆｼ 青森

20 3:21.75 山形南 ﾔﾏｶﾞﾀﾐﾅﾐ 山形

21 3:21.80 青森北 ｱｵﾓﾘｷﾀ 青森

22 3:22.57 平工 ﾀｲﾗｺｳｷﾞｮｳ 福島

23 3:22.65 富谷 ﾄﾐﾔ 宮城

24 3:22.67 磐城 ｲﾜｷ 福島

25 3:22.82 八戸 ﾊﾁﾉﾍ 青森

26 3:23.02 仙台三 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ 宮城

27 3:23.07 花巻東 ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ 岩手

28 3:23.38 仙台西 ｾﾝﾀﾞｲﾆｼ 宮城

29 3:23.69 東北 ﾄｳﾎｸ 宮城

30 3:24.01 柴田 ｼﾊﾞﾀ 宮城

31 3:24.14 明桜 ﾒｲｵｳ 秋田

32 3:24.24 一関二 ｲﾁﾉｾｷﾀﾞｲﾆ 岩手

33 3:24.57 盛岡一 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｲﾁ 岩手

34 3:24.59 一関工 ｲﾁﾉｾｷｺｳｷﾞｮｳ 岩手

35 3:25.07 青森 ｱｵﾓﾘ 青森

36 3:26.04 盛岡工 ﾓﾘｵｶｺｳｷﾞｮｳ 岩手



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 走高跳

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 2m00 佐藤　　駿　　(3) ｻﾄｳ ｼｭﾝ 鶴岡南 山形

2 1m99 後藤　大輝　　(3) ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 湯沢翔北 秋田

3 1m97 吉川　介人　　(3) ﾖｼｶﾜ ｶｲﾄ 福島 福島

4 1m96 猪股　　海　　(3) ｲﾉﾏﾀ ｶｲ 明桜 秋田

5 1m95 武藤　僚汰　　(3) ﾑﾄｳ ﾘｮｳﾀ 仙台向山 宮城

6 1m94 矢作　大輔　　(2) ﾔﾊｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山形商 山形

7 1m92 菊田　　亮　　(3) ｷｸﾀ ﾘｮｳ 盛岡南 岩手

7 1m92 澁谷　　侃　　(2) ｼﾌﾞﾔ ﾅｵｼ 仙台二 宮城

7 1m92 葛野　和人　　(1) ｸｽﾞﾉ ﾜﾋﾄ 柴田 宮城

10 1m91 南澤　俊望　　(3) ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾏｻﾐ 青森南 青森

10 1m91 本多　歩高　　(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾎﾀｶ 八戸西 青森

10 1m91 佐藤　隆生　　(1) ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 酒田光陵 山形

10 1m91 髙橋　瀬那　　(2) ﾀｶﾊｼ ｾﾅ 酒田光陵 山形

14 1m89 岡本　流聖　　(3) ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 盛岡四 岩手

14 1m89 那須　広登　　(3) ﾅｽ ﾋﾛﾄ 一関二 岩手

14 1m89 鈴木　理玖　　(3) ｽｽﾞｷ ﾘｸ 利府 宮城

17 1m88 渡部　　翼　　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 庄内総合 山形

17 1m88 安藤　　翼　　(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 福島成蹊 福島

19 1m87 伊藤　尚之　　(2) ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ 大館国際情報 秋田

20 1m86 丹野　喬介　　(3) ﾀﾝﾉ ｷｮｳｽｹ 柴田 宮城

21 1m85 中西　海斗　　(2) ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 弘前実 青森

21 1m85 小比類巻　嵐　(2) ｺﾋﾙｲﾏｷ ｱﾗｼ 六戸 青森

21 1m85 赤石　晃州　　(3) ｱｶｲｼ ｺｳｼｭｳ 大湊 青森

21 1m85 須藤　奏多　　(3) ｽﾄｳ ｶﾅﾀ 弘前 青森

21 1m85 土田　滉貴　　(3) ﾂﾁﾀﾞ ｺｳｷ 酒田光陵 山形

21 1m85 小枝　友樹　　(2) ｺｴﾀﾞ ﾄﾓｷ 須賀川桐陽 福島

21 1m85 布川　大地　　(3) ﾇﾉｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 安積黎明 福島

28 1m83 佐藤　斗馬　　(2) ｻﾄｳ ﾄｳﾏ 花巻東 岩手

28 1m83 加藤　尚也　　(1) ｶﾄｳ ﾅｵﾔ 盛岡南 岩手

28 1m83 新里　優太　　(3) ﾆｲｻﾄ ﾕｳﾀ 盛岡三 岩手

28 1m83 川村　広樹　　(2) ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｷ 仙台育英 宮城

32 1m81 菅原　伊織　　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ｲｵﾘ 横手城南 秋田

33 1m80 加藤　　玲　　(3) ｶﾄｳ ﾚｲ 磐城 福島

33 1m80 秋野　　涼　　(3) ｱｷﾉ ﾘｮｳ 福島高専 福島

35 1m78 三浦　聖矢　　(3) ﾐｳﾗ ｾｲﾔ 金足農 秋田

35 1m78 石川ミケーレ真(3) ｲｼｶﾜ ﾐｹｰﾚｼﾝ 横手 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 棒高跳

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 4m60 宮内　敦史　　(2) ﾐﾔｳﾁ ｱﾂｼ 酒田光陵 山形

2 4m50 海藤　崚二　　(2) ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ 山形商 山形

3 4m30 大塚　心平　　(3) ｵｵﾂｶ ｼﾝﾍﾟｲ 福島成蹊 福島

3 4m30 菊地　悠太　　(2) ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 福島成蹊 福島

5 4m20 刈谷　春樹　　(3) ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 盛岡南 岩手

5 4m20 小林　一樹　　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山形電波工 山形

5 4m20 加藤　大地　　(3) ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 保原 福島

8 4m00 大室　雄基　　(3) ｵｵﾑﾛ ﾀｶｷ 大湊 青森

8 4m00 武田　幸一　　(1) ﾀｹﾀﾞ ｺｳｲﾁ 大湊 青森

8 4m00 新田　峻介　　(3) ﾆｯﾀ ｼｭﾝｽｹ 黒沢尻北 岩手

8 4m00 滝川　聖也　　(3) ﾀｷｶﾜ ｾｲﾔ 盛岡市立 岩手

8 4m00 細川　颯太　　(2) ﾎｿｶﾜ ｿｳﾀ 盛岡市立 岩手

8 4m00 石川　星河　　(2) ｲｼｶﾜ ｾｲｶﾞ 山形中央 山形

8 4m00 髙橋　静馬　　(2) ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞﾏ 山形電波工 山形

8 4m00 大倉　一輝　　(1) ｵｵｸﾗ ｶｽﾞｷ 白河旭 福島

16 3m90 西舘　陽真　　(3) ﾆｼﾀﾞﾃ ﾊﾙﾏ 盛岡南 岩手

16 3m90 髙橋　聡平　　(2) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾍｲ 黒沢尻北 岩手

16 3m90 千葉　星那　　(1) ﾁﾊﾞ ｾﾅ 志津川 宮城

16 3m90 相原　英大　　(3) ｱｲﾊﾗ ｴｲﾄ 秋田西 秋田

16 3m90 小松　幸一朗　(3) ｺﾏﾂ ｺｳｲﾁﾛｳ 聖光学院 福島

16 3m90 根本　翔汰　　(3) ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀ 白河旭 福島

22 3m80 千葉　駿介　　(3) ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 石巻工 宮城

22 3m80 遠藤　大志　　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 湯沢翔北 秋田

22 3m80 齋藤　颯人　　(3) ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 酒田光陵 山形

25 3m70 小幡　海斗　　(3) ｵﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 仙台工 宮城

25 3m70 笹原　風生　　(3) ｻｻﾊﾗ ﾌｳｷ 佐沼 宮城

25 3m70 佐藤　稜斗　　(2) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾄ 大館桂桜 秋田

25 3m70 伊勢　愛樹　　(1) ｲｾ ｱｲｷ 大館桂桜 秋田

25 3m70 井上　哲舟　　(2) ｲﾉｳｴ ﾃｯｼｭｳ 横手 秋田

30 3m60 松本　空大　　(2) ﾏﾂﾓﾄ ｸｳﾀﾞｲ 大湊 青森

31 3m50 須藤　迅風　　(2) ｽﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 仙台工 宮城

31 3m50 三浦　竜輝　　(1) ﾐｳﾗ ﾘｭｳｷ 志津川 宮城

31 3m50 船木　翔太　　(3) ﾌﾅｷ ｼｮｳﾀ 五城目 秋田

34 3m30 瀬川　泰史　　(2) ｾｶﾞﾜ ﾀｲｼ むつ工 青森

35 3m00 成田　賢信　　(1) ﾅﾘﾀ ｹﾝｼﾝ 弘前東 青森

35 3m00 赤坂　優介　　(2) ｱｶｻｶ ﾕｳｽｹ 八戸工 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 走幅跳

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 7m31 熊谷　　魁　　(2) ｸﾏｶﾞｲ ｶｲ 秋田中央 秋田

2 7m29 土肥　　慧　　(2) ﾄﾞｲ ｻﾄﾙ 横手城南 秋田

3 7m26 小松　千大　　(3) ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 横手清陵学院 秋田

4 7m25 佐々木　幹斗　(3) ｻｻｷ ﾐｷﾄ 盛岡南 岩手

5 7m21 五十嵐　祐人　(3) ｲｶﾗｼ ﾕｳﾄ 鶴岡工 山形

6 7m12 末永　　淳　　(2) ｽｴﾅｶﾞ ｱﾂｼ 福島高専 福島

7 7m09 尾張　広海　　(3) ｵﾜﾘ ﾋﾛﾐ 平商 福島

8 7m04 曽我　憲伸　　(3) ｿｶﾞ ｹﾝｼﾝ 九里学園 山形

9 6m99 佐藤　藍輝　　(3) ｻﾄｳ ｱｲｷ 聖光学院 福島

10 6m96 諸田　直樹　　(3) ﾓﾛﾀ ﾅｵｷ 弘前 青森

11 6m95 松田　　基　　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾄｷ 山形中央 山形

12 6m94 奥口　遥史　　(3) ｵｸｸﾞﾁ ﾊﾙﾁｶ 木造 青森

13 6m92 小山　哲哉　　(2) ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ 柴田 宮城

14 6m90 千田　優真　　(2) ﾁﾀﾞ ﾕｳﾏ 盛岡南 岩手

15 6m89 森　勝治郎　　(3) ﾓﾘ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 白河旭 福島

16 6m86 富樫　昂平　　(2) ﾄｶﾞｼ ｺｳﾍｲ 秋田商 秋田

16 6m86 芦野　純哉　　(3) ｱｼﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 山形中央 山形

18 6m85 鹿又　郁人　　(3) ｶﾉﾏﾀ ｲｸﾄ 東北 宮城

19 6m84 佐藤　泰星　　(3) ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ 会津 福島

20 6m79 菅波　　新　　(3) ｽｶﾞﾅﾐ ｱﾗﾀ 磐城 福島

21 6m78 三浦　祐紀　　(3) ﾐｳﾗ ﾕｳｷ 秋田西 秋田

22 6m77 佐々木　翔　　(2) ｻｻｷ ｼｮｳ 福岡 岩手

23 6m74 庄司　圭汰　　(3) ｼｮｳｼﾞ ｹｲﾀ 石巻 宮城

24 6m73 工藤　大靖　　(3) ｸﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 木造 青森

25 6m70 虻川　　諒　　(3) ｱﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 青森工 青森

26 6m69 笹野　優我　　(3) ｻｻﾉ ﾕｳｶﾞ 東北 宮城

26 6m69 高谷　晃日留　(2) ﾀｶﾔ ﾋｶﾙ 青森西 青森

28 6m68 小野　惟斗　　(1) ｵﾉ ﾕｲﾄ 柴田 宮城

29 6m67 髙橋　泰雅　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ 山形商 山形

29 6m67 髙橋　一臣　　(2) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄﾐ 酒田南 山形

31 6m64 山﨑　広夢　　(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 青森南 青森

31 6m64 伊藤　千洸　　(1) ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 盛岡南 岩手

33 6m61 熊谷　龍之介　(2) ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 秋田 秋田

34 6m59 髙橋　　優　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 高田 岩手

35 6m56 千葉　　樹　　(3) ﾁﾊﾞ ｲﾂｷ 千厩 岩手

36 6m55 佐藤　匠太　　(3) ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 黒川 宮城



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 三段跳

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 14m93 松田　　基　　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾄｷ 山形中央 山形

2 14m78 佐藤　泰星　　(3) ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ 会津 福島

3 14m53 箭内　翔吾　　(3) ﾔﾅｲ ｼｮｳｺﾞ 郡山商 福島

4 14m42 芦野　純哉　　(3) ｱｼﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 山形中央 山形

5 14m35 佐藤　藍輝　　(3) ｻﾄｳ ｱｲｷ 聖光学院 福島

6 14m19 尾張　広海　　(3) ｵﾜﾘ ﾋﾛﾐ 平商 福島

7 14m08 末永　　淳　　(2) ｽｴﾅｶﾞ ｱﾂｼ 福島高専 福島

8 14m06 田鎖　　亘　　(3) ﾀｸｻﾘ ﾜﾀﾙ 宮古 岩手

9 13m98 鈴木　雄大　　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 清陵情報 福島

10 13m97 中野　竣太　　(3) ﾅｶﾉ ｼｭﾝﾀ 五所川原工 青森

11 13m91 小松　千大　　(3) ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 横手清陵学院 秋田

11 13m91 安部　颯斗　　(2) ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 九里学園 山形

13 13m88 齋藤　圭太　　(3) ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 盛岡南 岩手

14 13m83 土肥　　慧　　(2) ﾄﾞｲ ｻﾄﾙ 横手城南 秋田

15 13m81 庄司　圭汰　　(3) ｼｮｳｼﾞ ｹｲﾀ 石巻 宮城

16 13m80 曽我　憲伸　　(3) ｿｶﾞ ｹﾝｼﾝ 九里学園 山形

17 13m74 渡辺　稜人　　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾄ 山形学院 山形

18 13m72 千葉　　樹　　(3) ﾁﾊﾞ ｲﾂｷ 千厩 岩手

19 13m67 及川　龍人　　(3) ｵｲｶﾜ ﾘｭｳﾄ 仙台工 宮城

20 13m66 岩崎　海斗　　(2) ｲﾜｻｷ ｶｲﾄ 仙台二 宮城

21 13m59 笹野　優我　　(3) ｻｻﾉ ﾕｳｶﾞ 東北 宮城

21 13m59 横尾　勇人　　(2) ﾖｺｵ ﾊﾔﾄ 神室産 山形

23 13m57 菊地　元紀　　(3) ｷｸﾁ ﾓﾄｷ 盛岡南 岩手

24 13m53 柿﨑　研人　　(3) ｶｷｻﾞｷ ｹﾝﾄ 横手城南 秋田

25 13m50 齋藤　涼太　　(2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 黒石商 青森

26 13m49 佐藤　大斗　　(3) ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 石巻 宮城

26 13m49 大坂　天心　　(3) ｵｵｻｶ ﾃﾝｼﾝ 横手 秋田

28 13m44 石塚　一輝　　(3) ｲｼﾂｶ ｶｽﾞｷ 能代 秋田

29 13m42 郷右近　駿太　(3) ｺﾞｳｺﾝ ｼｭﾝﾀ 盛岡四 岩手

30 13m38 柏　　卓弘　　(3) ｶｼﾜ ﾀｶﾋﾛ 気仙沼西 宮城

31 13m33 十日市　公大　(3) ﾄｳｶｲﾁ ﾋﾛｷ 八戸西 青森

32 13m31 佐藤　永宙　　(1) ｻﾄｳ ｺｽﾓ 盛岡市立 岩手

33 13m27 對馬　勇斗　　(3) ﾂｼﾏ ﾊﾔﾄ 弘前実 青森

34 13m25 安田　肯平　　(3) ﾔｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 秋田 秋田

35 13m20 玉熊　紘己　　(3) ﾀﾏｸﾏ ﾋﾛｷ 青森北 青森

36 13m13 高橋　一生　　(2) ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ 弘前実 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 砲丸投

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 16m83 佐藤　皓人　　(3) ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 日大東北 福島

2 16m55 氏家　豪留　　(3) ｳｼﾞｲｴ ﾀｹﾙ 東北学院 宮城

3 16m24 大浦　拓徳　　(3) ｵｵｳﾗ ﾀｸﾄ 仙台育英 宮城

4 14m91 千田　　凌　　(3) ﾁﾀﾞ ﾘｮｳ 五所川原工 青森

4 14m91 佐々木　幸太朗(2) ｻｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 仙台二華 宮城

6 14m58 湯澤　秀太　　(2) ﾕｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 盛岡工 岩手

7 14m56 小松　魁人　　(2) ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 能代松陽 秋田

8 14m45 夏井　勇輝　　(2) ﾅﾂｲ ﾕｳｷ 久慈 岩手

9 14m27 佐藤　文哉　　(3) ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 盛岡南 岩手

10 13m91 瀬川　康介　　(2) ｾｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 八戸西 青森

11 13m86 小林　尚弘　　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾋﾛ 古川工 宮城

12 13m79 鈴木　　翔　　(2) ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 日大東北 福島

13 13m75 遠藤　隆矢　　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾔ 雄物川 秋田

14 13m66 菊池　翔太　　(3) ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 田名部 青森

15 13m64 笹原　僚真　　(3) ｻｻﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 山形中央 山形

16 13m60 小田桐　雅功　(3) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｶﾞｸ 弘前中央 青森

17 13m26 齊藤　舞瑠　　(2) ｻｲﾄｳ ﾏｲﾙ 弘前実 青森

18 13m23 渡部　恭平　　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 酒田光陵 山形

19 13m19 大野　貴登　　(3) ｵｵﾉ ﾀｶﾄ 黒石 青森

20 12m98 佐藤　圭人　　(3) ｻﾄｳ ｹｲﾄ 湯沢翔北 秋田

21 12m83 小島　雅貴　　(3) ｵｼﾞﾏ ﾏｻｷ 大東 岩手

22 12m81 小畠　小次郎　(2) ｵﾊﾞﾀ ｺｼﾞﾛｳ 会津工 福島

23 12m74 武田　泰杜　　(2) ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ 大館桂桜 秋田

24 12m71 菅野　海人　　(3) ｶﾝﾉ ｶｲﾄ 高田 岩手

25 12m64 馬場　北斗　　(1) ﾊﾞﾊﾞ ﾎｸﾄ 水沢一 岩手

26 12m56 加藤　晃希　　(3) ｶﾄｳ ｺｳｷ 柴田 宮城

27 12m53 小番　透馬　　(2) ｺﾂｶﾞｲ ﾄｳﾏ 由利工 秋田

28 12m51 鈴木　優作　　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 谷地 山形

29 12m48 児玉　和輝　　(1) ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞｷ 花輪 秋田

30 12m32 佐藤　敏希　　(2) ｻﾄｳ ﾄｼｷ 日大東北 福島

31 12m04 鈴木　智弥　　(3) ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 加美農 宮城

32 11m91 村上　大樹　　(2) ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ 橘 福島

33 11m82 天野　誓樹　　(3) ｱﾏﾉ ｾｲｼﾞｭ 帝京安積 福島

34 11m67 堀　　有馬　　(3) ﾎﾘ ﾕｳﾏ 酒田光陵 山形

35 11m60 仁藤　　柊　　(3) ﾆﾄｳ ｼｭｳ 谷地 山形

36 11m03 安達　周弘　　(3) ｱﾀﾞﾁ ｽﾐﾋﾛ 寒河江工 山形



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 円盤投

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 45m63 佐藤　皓人　　(3) ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 日大東北 福島

2 44m70 貝塚　悠介　　(3) ｶｲﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 金足農 秋田

3 43m29 佐藤　大空　　(3) ｻﾄｳ ｿﾗ 水沢一 岩手

4 42m05 長谷川　陸　　(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｸ 水沢一 岩手

5 41m68 大野　貴登　　(3) ｵｵﾉ ﾀｶﾄ 黒石 青森

6 41m45 大浦　拓徳　　(3) ｵｵｳﾗ ﾀｸﾄ 仙台育英 宮城

7 40m80 晝澤　剛志　　(3) ﾋﾙｻﾜ ﾀｹｼ 葛巻 岩手

8 40m77 湯澤　秀太　　(2) ﾕｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 盛岡工 岩手

9 40m55 千田　　凌　　(3) ﾁﾀﾞ ﾘｮｳ 五所川原工 青森

10 39m61 舘田　翔太　　(2) ﾀﾃﾀﾞ ｼｮｳﾀ 弘前工 青森

11 39m23 菅原　裕斗　　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 一関二 岩手

12 38m12 佐藤　圭人　　(3) ｻﾄｳ ｹｲﾄ 湯沢翔北 秋田

13 38m02 佐藤　賀哉　　(3) ｻﾄｳ ﾖｼｷ 柴田 宮城

14 38m00 田中　龍斗　　(3) ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 大館鳳鳴 秋田

15 37m73 髙橋　瞭太　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 横手清陵学院 秋田

15 37m73 藤森　佳伊　　(3) ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｲ 平工 福島

17 37m65 高野　　涼　　(2) ﾀｶﾉ ﾘｮｳ 花輪 秋田

18 37m58 小保内　悠貴　(3) ｵﾎﾞﾅｲ ﾕｳｷ 仙台三 宮城

18 37m58 後藤　大地　　(2) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 福島商 福島

20 37m37 石綿　　翼　　(2) ｲｼﾜﾀ ﾂﾊﾞｻ 横手清陵学院 秋田

21 36m85 夏井　勇輝　　(2) ﾅﾂｲ ﾕｳｷ 久慈 岩手

22 36m23 高梨　響希　　(2) ﾀｶﾅｼ ﾋﾋﾞｷ 東桜学館 山形

23 36m22 渡部　恭平　　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 酒田光陵 山形

24 36m01 久松　功弥　　(3) ﾋｻﾏﾂ ｺｳﾔ 宮城広瀬 宮城

25 35m82 蛭田　想純　　(3) ﾋﾙﾀ ｿｳｼﾞｭﾝ 平工 福島

26 35m68 千葉　　颯　　(3) ﾁﾊﾞ ﾊﾔﾃ 築館 宮城

27 35m55 菊池　翔太　　(3) ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 田名部 青森

28 35m39 天野　誓樹　　(3) ｱﾏﾉ ｾｲｼﾞｭ 帝京安積 福島

29 35m07 本田　吏玖　　(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 安達東 福島

30 34m70 長谷川　蓮　　(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ 木造 青森

31 34m35 三浦　琢磨　　(3) ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 志津川 宮城

32 34m33 瀬川　康介　　(2) ｾｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 八戸西 青森

33 33m39 岩城　航太　　(3) ｲﾜｷ ｺｳﾀ 日大山形 山形

34 33m36 佐藤　一成　　(3) ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 山形明正 山形

35 32m77 笹原　僚真　　(3) ｻｻﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 山形中央 山形

36 32m18 安喰　由寛　　(2) ｱｼﾞｷ ﾕﾀｶ 山形工 山形



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 ハンマー投

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 55m30 佐藤　大空　　(3) ｻﾄｳ ｿﾗ 水沢一 岩手

2 54m80 昆野　賢太朗　(3) ｺﾝﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 黒沢尻工 岩手

3 54m52 髙橋　瞭太　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 横手清陵学院 秋田

4 54m45 阿久津　遼雅　(3) ｱｸﾂ ﾘｮｳｶﾞ 古川黎明 宮城

5 54m27 種市　裕紀　　(2) ﾀﾈｲﾁ ﾋﾛｷ 弘前実 青森

6 52m91 長瀬　卓也　　(3) ﾅｶﾞｾ ﾀｸﾔ 山形電波工 山形

7 52m85 三浦　琢磨　　(3) ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 志津川 宮城

8 52m35 寺崎　　黎　　(3) ﾃﾗｻｷ ﾚｲ 山形電波工 山形

9 51m96 高野　　涼　　(2) ﾀｶﾉ ﾘｮｳ 花輪 秋田

10 51m67 加藤　晃希　　(3) ｶﾄｳ ｺｳｷ 柴田 宮城

11 51m21 高杉　　樹　　(3) ﾀｶｽｷﾞ ｲﾂｷ 田名部 青森

12 50m82 高野　真希　　(3) ﾀｶﾉ ﾏｻｷ 聖光学院 福島

13 48m89 藤崎　桂司　　(3) ﾌｼﾞｻｷ ｹｲｼﾞ 五所川原工 青森

14 48m73 氏家　豪留　　(3) ｳｼﾞｲｴ ﾀｹﾙ 東北学院 宮城

15 48m54 湯澤　秀太　　(2) ﾕｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 盛岡工 岩手

16 48m30 菊地　祐介　　(3) ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 名取北 宮城

17 46m47 小松　魁人　　(2) ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 能代松陽 秋田

18 46m43 及川　嵐士　　(3) ｵｲｶﾜ ｱﾗｼ 石巻 宮城

19 45m08 髙橋　和真　　(3) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 水沢工 岩手

20 44m82 丸子　聖矢　　(2) ﾏﾙｺ ｾｲﾔ 山形商 山形

21 43m49 千葉　源大　　(2) ﾁﾊﾞ ｶﾝﾀ 水沢一 岩手

22 43m48 高杉　貫太　　(3) ﾀｶｽｷﾞ ｶﾝﾀ 花輪 秋田

23 43m31 三井　理央　　(2) ﾐﾂｲ ﾘｵ 盛岡工 岩手

24 43m26 宍戸　龍太郎　(3) ｼｼﾄﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 福島 福島

25 42m04 添田　裕希　　(2) ｿｴﾀ ﾕｳｷ 聖光学院 福島

26 41m79 石綿　　翼　　(2) ｲｼﾜﾀ ﾂﾊﾞｻ 横手清陵学院 秋田

27 41m55 佐藤　皓人　　(3) ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 日大東北 福島

28 41m10 菅原　遊乃　　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 大館桂桜 秋田

29 40m82 田村　恵太朗　(3) ﾀﾑﾗ ｹｲﾀﾛｳ 弘前実 青森

30 40m54 庄司　拓夢　　(2) ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾑ 山形電波工 山形

31 39m88 鈴木　　翔　　(2) ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 日大東北 福島

32 39m60 濵辺　　響　　(3) ﾊﾏﾍﾞ ｷｮｳ むつ工 青森

33 39m02 尾形　慶宣　　(2) ｵｶﾞﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 安達東 福島

34 38m94 松井　秀樹　　(2) ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ 黒石商 青森

35 37m92 佐藤　一成　　(3) ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 山形明正 山形

36 37m50 若木　竜也　　(3) ﾜｶｷ ﾀﾂﾔ 酒田光陵 山形



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 やり投

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 65m99 紺野　　岬　　(3) ｺﾝﾉ ﾐｻｷ 大船渡東 岩手

2 61m93 佐藤　耀平　　(3) ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 金足農 秋田

3 59m74 大沼　航弥　　(3) ｵｵﾇﾏ ｺｳﾔ 柴田 宮城

4 57m96 渡部　世瑛　　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｴｲ 山形明正 山形

5 57m82 佐々木　歩　　(2) ｻｻｷ ｱﾕﾑ 迫桜 宮城

6 57m60 長沼　　晴　　(3) ﾅｶﾞﾇﾏ ｾｲ 高田 岩手

7 57m37 下村　純也　　(3) ｼﾓﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 大曲 秋田

8 56m96 鈴木　　魁　　(3) ｽｽﾞｷ ｶｲ 一迫商 宮城

9 56m63 堀　　有馬　　(3) ﾎﾘ ﾕｳﾏ 酒田光陵 山形

10 56m31 山崎　　塁　　(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｲ 大館国際情報 秋田

11 56m02 五十嵐　拓海　(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ 福島高専 福島

12 55m89 柴田　　聖　　(3) ｼﾊﾞﾀ ﾋｼﾞﾘ 盛岡南 岩手

13 55m84 島田　哲平　　(3) ｼﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 会津学鳳 福島

14 55m72 橋本　良太　　(3) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 郡山商 福島

15 54m98 及川　大成　　(2) ｵｲｶﾜ ﾀｲｾｲ 水沢一 岩手

16 54m67 熊谷　尚典　　(3) ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾉﾘ 千厩 岩手

17 54m62 佐藤　伸洋　　(3) ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 横手清陵学院 秋田

18 54m46 水野　悠真　　(3) ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾏ 小野 福島

19 54m32 村上　大樹　　(2) ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ 橘 福島

20 54m31 三浦　慎也　　(2) ﾐｳﾗ ｼﾝﾔ 築館 宮城

21 53m98 亀谷　啓人　　(3) ｶﾒﾔ ﾋﾛﾄ 横手清陵学院 秋田

22 53m46 吉岡　大輝　　(3) ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 泉 宮城

23 52m99 近江　　翔　　(2) ｵｵﾐ ﾂﾊﾞｻ 千厩 岩手

24 52m91 種市　裕紀　　(2) ﾀﾈｲﾁ ﾋﾛｷ 弘前実 青森

25 52m29 藤村　一真　　(3) ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 東陵 宮城

26 51m72 須藤　佳介　　(3) ｽﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 秋田商 秋田

27 51m49 清野　慶大　　(3) ｾｲﾉ ｹｲﾀ 山形南 山形

28 51m22 武藤　秀平　　(2) ﾑﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 福島東 福島

29 50m90 畑本　翔基　　(3) ﾊﾀﾓﾄ ｼｮｳｷ 八戸西 青森

30 50m77 今　　悠人　　(2) ｺﾝ ﾕｳﾄ 青森北 青森

31 49m86 髙橋　翔太　　(3) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 高畠 山形

32 49m72 川畑　幹太　　(3) ｶﾜﾊﾀ ﾐｷﾀ 六ヶ所 青森

33 49m36 宮本　峻佑　　(2) ﾐﾔﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 九里学園 山形

34 49m24 武田　純平　　(3) ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山形学院 山形

35 47m10 伊藤　大貴　　(3) ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 弘前中央 青森

36 46m86 工藤　　龍　　(2) ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳ 黒石商 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

男子 八種競技

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 5200 鈴木　勇輝　　(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 平工 福島

2 4999 川村　修輝　　(3) ｶﾜﾑﾗ ｼｭｳｷ 青森 青森

3 4972 中嶋　幸樹　　(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ 大湊 青森

4 4949 野田　大聖　　(3) ﾉﾀﾞ ﾀｲｾｲ 盛岡南 岩手

5 4896 浅田　高隆　　(3) ｱｻﾀﾞ ｺｳﾘｭｳ 西目 秋田

6 4876 桐原　京佑　　(2) ｷﾘﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 山形中央 山形

7 4875 森　勝治郎　　(3) ﾓﾘ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 白河旭 福島

8 4833 久慈　悠太　　(3) ｸｼﾞ ﾕｳﾀ 久慈 岩手

9 4824 髙橋　賢斗　　(3) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ 泉 宮城

10 4814 平間　圭汰　　(2) ﾋﾗﾏ ｹｲﾀ 仙台西 宮城

11 4792 秋場　湧太　　(3) ｱｷﾊﾞ ﾕｳﾀ 山形南 山形

12 4791 櫻小路　蒼汰　(2) ｻｸﾗｺｳｼﾞ ｿｳﾀ 盛岡市立 岩手

13 4786 清水嶋　優平　(2) ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 利府 宮城

14 4719 福井　優真　　(2) ﾌｸｲ ﾕｳﾏ 福島成蹊 福島

15 4715 田崎　智哉　　(2) ﾀｻｷ ﾄﾓﾔ 会津学鳳 福島

16 4705 大場　誠斗　　(2) ｵｵﾊﾞ ﾏｺﾄ 仙台三 宮城

17 4679 伊藤　拓人　　(3) ｲﾄｳ ﾀｸﾄ 東桜学館 山形

18 4670 那須　広登　　(3) ﾅｽ ﾋﾛﾄ 一関二 岩手

19 4643 高橋　辰壽　　(1) ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞｭ 山形中央 山形

20 4611 坪　　修平　　(2) ﾂﾎﾞ ｼｭｳﾍｲ 八戸西 青森

21 4566 伊藤　和真　　(2) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 青森北 青森

22 4454 鈴木　康太　　(3) ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 秋田北 秋田

23 4274 戸沢　大地　　(3) ﾄｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 大館国際情報 秋田

24 4267 越後屋　拓　　(2) ｴﾁｺﾞﾔ ﾀｸ 横手清陵学院 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 100m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 11.91 青野　朱李　　(2) ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山形中央 山形

2 12.14 佐藤　芹香　　(3) ｻﾄｳ ｾﾘｶ 古川黎明 宮城

3 12.16 穴澤　沙也可　(3) ｱﾅｻﾞﾜ ｻﾔｶ 会津学鳳 福島

4 12.21 茨木　　凜　　(2) ｲﾊﾞﾗｷ ﾘﾝ 九里学園 山形

5 12.24 山田　美来　　(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ 盛岡誠桜 岩手

6 12.31 三浦　由奈　　(1) ﾐｳﾗ ﾕﾅ 柴田 宮城

7 12.34 及川　朝賀　　(3) ｵｲｶﾜ ｱｻｶ 北上翔南 岩手

7 12.34 酒井　栞菜　　(2) ｻｶｲ ｶﾝﾅ 山形中央 山形

9 12.42 菅原　璃々花　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾘｶ 青森北 青森

10 12.45 丸山　瀬奈　　(3) ﾏﾙﾔﾏ ｾﾅ 弘前実 青森

11 12.47 原岡　望美　　(3) ﾊﾗｵｶ ﾉｿﾞﾐ 仙台三 宮城

12 12.48 穐本　美哉　　(3) ｱｷﾓﾄ ﾐﾔ 橘 福島

13 12.51 樋口　愛菜　　(2) ﾋｸﾞﾁ ｱｲﾅ 会津学鳳 福島

14 12.52 岡田　　悠　　(1) ｵｶﾀﾞ ﾕｳ 山形中央 山形

15 12.59 開沼　美帆　　(3) ｶｲﾇﾏ ﾐﾎ 九里学園 山形

16 12.62 工藤　美幸　　(3) ｸﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 秋田北鷹 秋田

17 12.64 野木　玲那　　(1) ﾉｷﾞ ﾚｲﾅ 郡山東 福島

18 12.65 明智　香厘　　(1) ｱｹﾁ ｶﾘﾝ 東日大昌平 福島

18 12.65 今川　真希　　(1) ｲﾏｶﾞﾜ ﾏｷ 郡山東 福島

20 12.66 高橋　郁成　　(1) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 盛岡誠桜 岩手

21 12.67 山上　日登美　(3) ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾄﾐ 弘前聖愛 青森

22 12.68 柴田　あいり　(3) ｼﾊﾞﾀ ｱｲﾘ 横手 秋田

23 12.69 平　　結奈　　(3) ﾀｲﾗ ﾕｲﾅ 秋田商 秋田

24 12.70 大山　里花　　(2) ｵｵﾔﾏ ﾘｶ 黒沢尻北 岩手

24 12.70 前山　すみれ　(3) ﾏｴﾔﾏ ｽﾐﾚ 米沢興譲館 山形

26 12.71 髙橋　知里　　(2) ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 盛岡四 岩手

27 12.73 佐々木　慧　　(1) ｻｻｷ ｹｲ 花巻東 岩手

27 12.73 佐々木　優衣　(2) ｻｻｷ ﾕｲ 仙台三桜 宮城

29 12.76 間宮　ゆず　　(1) ﾏﾐﾔ ﾕｽﾞ 利府 宮城

30 12.77 秋葉　ひかる　(1) ｱｷﾊﾞ ﾋｶﾙ 常盤木学園 宮城

31 12.83 加賀谷　佳南　(2) ｶｶﾞﾔ ｶﾅ 秋田 秋田

32 12.85 大平　千尋　　(3) ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾁﾋﾛ 青森北 青森

33 12.87 佐々木　紀佳　(3) ｻｻｷ ﾉﾘｶ 秋田北 秋田

34 12.91 中村　　陽　　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ 八戸北 青森

35 12.92 櫻田　佳子　　(2) ｻｸﾗﾀﾞ ｶｺ 弘前実 青森

36 12.97 岩戸　紗英　　(3) ｲﾜﾄ ｻｴ 秋田北 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 200m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 24.29 青野　朱李　　(2) ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山形中央 山形

2 24.81 山田　美来　　(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ 盛岡誠桜 岩手

3 25.16 小貫　夢海　　(3) ｵﾇｷ ﾕｳ 九里学園 山形

4 25.37 青野　心音　　(1) ｱｵﾉ ｺｺﾈ 山形中央 山形

5 25.41 菅原　璃々花　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾘｶ 青森北 青森

6 25.43 及川　朝賀　　(3) ｵｲｶﾜ ｱｻｶ 北上翔南 岩手

7 25.48 開沼　美帆　　(3) ｶｲﾇﾏ ﾐﾎ 九里学園 山形

8 25.50 佐藤　芹香　　(3) ｻﾄｳ ｾﾘｶ 古川黎明 宮城

9 25.68 酒井　栞菜　　(2) ｻｶｲ ｶﾝﾅ 山形中央 山形

10 25.76 三浦　由奈　　(1) ﾐｳﾗ ﾕﾅ 柴田 宮城

11 25.78 阿邉　いつき　(3) ｱﾍﾞ ｲﾂｷ 北上翔南 岩手

12 25.80 小野木　聖　　(3) ｵﾉｷ ﾋｼﾞﾘ 酒田西 山形

13 25.90 柴田　あいり　(3) ｼﾊﾞﾀ ｱｲﾘ 横手 秋田

14 25.91 丸山　瀬奈　　(3) ﾏﾙﾔﾏ ｾﾅ 弘前実 青森

15 25.92 穴澤　沙也可　(3) ｱﾅｻﾞﾜ ｻﾔｶ 会津学鳳 福島

16 25.98 髙橋　知里　　(2) ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 盛岡四 岩手

17 26.06 佐々木　慧　　(1) ｻｻｷ ｹｲ 花巻東 岩手

18 26.07 明智　香厘　　(1) ｱｹﾁ ｶﾘﾝ 東日大昌平 福島

19 26.12 佐々木　優衣　(2) ｻｻｷ ﾕｲ 仙台三桜 宮城

20 26.18 児玉　楓夏　　(2) ｺﾀﾞﾏ ﾌｳｶ 秋田和洋女 秋田

21 26.20 坂本　蒼生　　(3) ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ いわき総合 福島

22 26.23 加賀谷　佳南　(2) ｶｶﾞﾔ ｶﾅ 秋田 秋田

23 26.25 平　　結奈　　(3) ﾀｲﾗ ﾕｲﾅ 秋田商 秋田

23 26.25 小山　奈月　　(3) ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 盛岡誠桜 岩手

25 26.32 中村　　陽　　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ 八戸北 青森

26 26.37 佐々木　紀佳　(3) ｻｻｷ ﾉﾘｶ 秋田北 秋田

27 26.38 仲村　ふうな　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾅ 東北 宮城

28 26.45 早坂　　葵　　(3) ﾊﾔｻｶ ｱｵｲ 秋田 秋田

29 26.53 新岡　彩世　　(3) ﾆｲｵｶ ｱﾔｾ 木造 青森

29 26.53 勝然　みなみ　(2) ｶﾂｼｶ ﾐﾅﾐ 石巻 宮城

31 26.56 細野　真希　　(2) ﾎｿﾉ ﾏｷ 平工 福島

32 26.57 原岡　望美　　(3) ﾊﾗｵｶ ﾉｿﾞﾐ 仙台三 宮城

33 26.63 三戸　彩乃　　(1) ｻﾝﾉﾍ ｱﾔﾉ 木造 青森

33 26.63 今泉　妃奈乃　(2) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾉ 東日大昌平 福島

35 26.68 金澤　佑香　　(3) ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｶ 日大東北 福島

36 26.75 櫻田　佳子　　(2) ｻｸﾗﾀﾞ ｶｺ 弘前実 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 400m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1   56.95 寺本　光里　　(3) ﾃﾗﾓﾄ ﾋｶﾘ 弘前実 青森

2   57.50 中村　美宇　　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 郡山東 福島

3   57.67 棚谷　小梅　　(3) ﾀﾅﾔ ｺｳﾒ 大館国際情報 秋田

4   57.78 小貫　夢海　　(3) ｵﾇｷ ﾕｳ 九里学園 山形

5   57.98 渋谷　なつの　(3) ｼﾌﾞﾔ ﾅﾂﾉ 山形北 山形

6   58.43 齋藤　はるか　(3) ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 仙台三桜 宮城

7   58.44 阿邉　いつき　(3) ｱﾍﾞ ｲﾂｷ 北上翔南 岩手

8   58.45 大平　風花　　(2) ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾌｳｶ 秋田 秋田

9   58.70 及川　真綾　　(1) ｵｲｶﾜ ﾏｱﾔ 石巻 宮城

10   58.73 山本　香恋　　(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ 秋田商 秋田

11   58.75 儀藤　梨乃　　(3) ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ 安積黎明 福島

12   58.81 佐々木　玲美　(3) ｻｻｷ ﾚﾐ 仁賀保 秋田

13   58.84 青野　心音　　(1) ｱｵﾉ ｺｺﾈ 山形中央 山形

14   58.90 森　　友香　　(3) ﾓﾘ ﾄﾓｶ 八戸西 青森

15   58.94 菅原　有咲　　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾘｻ 東北 宮城

16   59.05 山岡　優利　　(2) ﾔﾏｵｶ ﾕｳﾘ 酒田南 山形

17   59.09 山口　　光　　(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 青森 青森

18   59.17 小澤　知世　　(3) ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 利府 宮城

19   59.30 高松　紗綾　　(3) ﾀｶﾏﾂ ｻｱﾔ 磐城 福島

20   59.39 青野　優奈　　(3) ｱｵﾉ ﾕｳﾅ 東北 宮城

21   59.44 奥山　小冬　　(2) ｵｸﾔﾏ ｺﾄ 古川 宮城

22   59.48 葛西　野乃花　(2) ｶｻｲ ﾉﾉｶ 五所川原工 青森

23   59.51 髙坂　明日加　(2) ｺｳｻｶ ｱｽｶ 大館国際情報 秋田

24   59.52 菊地　菜美　　(3) ｷｸﾁ ﾅﾐ 大館鳳鳴 秋田

25   59.64 後藤　小真知　(1) ｺﾞﾄｳ ｺﾏﾁ 山形中央 山形

26   59.73 鈴木　麻菜美　(3) ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 青森 青森

27 1:00.27 今泉　妃奈乃　(2) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾉ 東日大昌平 福島

28 1:00.42 菊池　七霞　　(3) ｷｸﾁ ﾅﾅｶ 北上翔南 岩手

29 1:00.45 工藤　七星　　(2) ｸﾄﾞｳ ﾅﾅｾ 木造 青森

30 1:00.48 三浦　茉友　　(2) ﾐｳﾗ ﾏﾕ 花巻北 岩手

31 1:00.49 齋藤　祐美　　(1) ｻｲﾄｳ ﾕﾐ 盛岡四 岩手

32 1:00.57 馬上　亜里紗　(2) ﾓｳｴ ｱﾘｻ 磐城 福島

33 1:00.60 近野　桃花　　(2) ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ 九里学園 山形

34 1:00.93 高橋　歩里　　(2) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉﾘ 磐城 福島

35 1:01.13 新沼　瑠菜　　(3) ﾆｲﾇﾏ ﾙﾅ 大船渡 岩手

36 1:01.28 千田　彩香　　(3) ﾁﾀﾞ ｱﾔｶ 北上翔南 岩手



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 800m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 2:11.50 熊谷　百花　　(3) ｸﾏｶﾞｲ ﾓﾓｶ 盛岡誠桜 岩手

2 2:12.68 佐々木　優佳　(2) ｻｻｷ ﾕｳｶ 学法石川 福島

3 2:12.71 中村　美宇　　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 郡山東 福島

4 2:13.46 渋谷　なつの　(3) ｼﾌﾞﾔ ﾅﾂﾉ 山形北 山形

5 2:13.47 長沼　明音　　(2) ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ 九里学園 山形

6 2:13.66 鈴木　麻文　　(3) ｽｽﾞｷ ﾏﾖ 喜多方東 福島

7 2:14.43 山口　　光　　(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 青森 青森

8 2:14.69 棚谷　小梅　　(3) ﾀﾅﾔ ｺｳﾒ 大館国際情報 秋田

9 2:15.22 立里　　柚　　(2) ﾀﾃｻﾄ ﾕｳ 山形城北 山形

10 2:15.59 蜂屋　真子　　(3) ﾊﾁﾔ ﾏｺ 九里学園 山形

11 2:16.12 畠山　　萌　　(3) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾓｴ 北上翔南 岩手

12 2:16.31 佐藤　華 ﾙｲｰｽﾞ(1) ｻﾄｳ ﾊﾅﾙｲｰｽﾞ いわき秀英 福島

13 2:16.39 瀧澤　水希乃　(3) ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｷﾉ 常盤木学園 宮城

14 2:16.76 佐藤　由唯　　(3) ｻﾄｳ ﾕｲ 東海大山形 山形

15 2:16.86 海谷　麻尋　　(3) ｶｲﾔ ﾏﾋﾛ 山形西 山形

16 2:17.23 佐藤　亜海　　(2) ｻﾄｳ ｱﾐ 聖和学園 宮城

17 2:17.34 清水　　萌　　(1) ｼﾐｽﾞ ﾓｴ 仙台育英 宮城

18 2:17.37 福村　来夢　　(2) ﾌｸﾑﾗ ﾗﾑ 青森山田 青森

19 2:17.67 本間　愛梨　　(3) ﾎﾝﾏ ｱｲﾘ 大曲 秋田

20 2:18.00 九島　亜美　　(1) ｸｼﾏ ｱﾐ 秋田北鷹 秋田

21 2:18.06 木村　梨七　　(1) ｷﾑﾗ ﾘﾅ 仙台育英 宮城

22 2:18.45 八幡　紗彩　　(2) ﾔﾊﾀ ｻｱﾔ 東北 宮城

23 2:19.17 原　ひびき　　(2) ﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 五所川原 青森

24 2:19.48 錦戸　楓南　　(1) ﾆｼｷﾄﾞ ｶｴﾅ 東北 宮城

25 2:19.57 秋谷　慶都　　(2) ｱｷﾔ ｹｲﾄ いわき総合 福島

26 2:19.67 FOX真島　新菜 (1) ﾌｫｯｸｽﾏｼﾞﾏ ﾆｲﾅ 八学光星 青森

27 2:19.80 最上　実歩　　(2) ﾓｶﾞﾐ ﾐﾌﾞ 秋田中央 秋田

28 2:20.41 吉田　紗彩　　(1) ﾖｼﾀﾞ ｻｱﾔ 青森山田 青森

29 2:20.55 金澤　佳子　　(2) ｶﾅｻﾞﾜ ｶｺ 福島明成 福島

30 2:21.05 高村　詩央里　(2) ﾀｶﾑﾗ ｼｵﾘ 青森 青森

31 2:22.85 熊谷　萌花　　(2) ｸﾏｶﾞｲ ﾓｴｶ 花巻東 岩手

32 2:23.38 齋藤　祐美　　(1) ｻｲﾄｳ ﾕﾐ 盛岡四 岩手

33 2:24.08 山本　芽生　　(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ 盛岡誠桜 岩手

34 2:24.12 亀谷　由佳　　(3) ｶﾒﾔ ﾕｶ 秋田北 秋田

35 2:24.60 小松　未夢　　(2) ｺﾏﾂ ﾐﾕ 大船渡 岩手

36 2:24.75 佐々木　未夢　(3) ｻｻｷ ﾐﾕ 平成 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 1500m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 4:18.29 ﾍﾚﾝ　ｴｶﾗﾚ 　　(3) ﾍﾚﾝ ｴｶﾗﾚ 仙台育英 宮城

2 4:29.97 熊谷　百花　　(3) ｸﾏｶﾞｲ ﾓﾓｶ 盛岡誠桜 岩手

3 4:30.24 木村　梨七　　(1) ｷﾑﾗ ﾘﾅ 仙台育英 宮城

4 4:32.06 清水　　萌　　(1) ｼﾐｽﾞ ﾓｴ 仙台育英 宮城

5 4:32.55 鈴木　優花　　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 大曲 秋田

6 4:33.44 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ　ｼﾞｪﾘｰ(1) ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｼﾞｪﾘｰ 青森山田 青森

7 4:34.84 鈴木　　葵　　(3) ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 福島明成 福島

8 4:35.10 鈴木　美乙梨　(2) ｽｽﾞｷ ﾐｵﾘ 会津 福島

9 4:36.28 長澤　日桜里　(1) ﾅｶﾞｻﾜ ﾋｵﾘ 山形城北 山形

10 4:36.52 鈴木　樺連　　(3) ｽｽﾞｷ ｶﾚﾝ 盛岡誠桜 岩手

11 4:36.79 畠山　　萌　　(3) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾓｴ 北上翔南 岩手

12 4:37.24 千葉　秋子　　(2) ﾁﾊﾞ ｱｷｺ 北上翔南 岩手

13 4:37.30 石澤　希らら　(2) ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ 山形城北 山形

14 4:37.50 奥山　瑞希　　(2) ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 利府 宮城

15 4:37.64 古寺　冴佳　　(3) ｺﾃﾗ ｻｴｶ 学法石川 福島

16 4:38.39 大森　優依　　(2) ｵｵﾓﾘ ﾕｲ 花輪 秋田

17 4:38.45 髙橋　香澄　　(3) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾐ 福島 福島

18 4:39.30 南條　佑佳　　(3) ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｶ 秋田南 秋田

19 4:39.67 佐竹　結衣　　(2) ｻﾀｹ ﾕｲ 東海大山形 山形

20 4:39.69 瀧澤　水希乃　(3) ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｷﾉ 常盤木学園 宮城

21 4:40.27 小松　莉菜　　(2) ｺﾏﾂ ﾘﾅ 東北 宮城

22 4:40.35 鈴木　麻文　　(3) ｽｽﾞｷ ﾏﾖ 喜多方東 福島

23 4:40.38 長沼　明音　　(2) ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ 九里学園 山形

24 4:41.36 金澤　佳子　　(2) ｶﾅｻﾞﾜ ｶｺ 福島明成 福島

25 4:41.60 安部　日和　　(3) ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ 山形城北 山形

26 4:41.98 佐藤　明日美　(2) ｻﾄｳ ｱｽﾐ 酒田南 山形

27 4:43.00 髙橋　佳歩　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾎ 大曲 秋田

28 4:44.02 藤ヶ森　美晴　(3) ﾌｼﾞｶﾞﾓﾘ ﾐﾊﾙ 青森山田 青森

29 4:44.52 寺田　有里　　(3) ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾘ 青森山田 青森

30 4:44.60 萩野　真理　　(3) ﾊｷﾞﾉ ﾏﾘ 秋田北鷹 秋田

31 4:44.74 戸澤　愛織　　(2) ﾄｻﾞﾜ ｲｵﾘ 八学光星 青森

32 4:45.54 本間　愛梨　　(3) ﾎﾝﾏ ｱｲﾘ 大曲 秋田

33 4:46.07 若狹　莉依奈　(1) ﾜｶｻ ﾘｲﾅ 盛岡誠桜 岩手

34 4:47.05 小野寺　彩水　(2) ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾐ 一関一 岩手

35 4:49.53 FOX真島　新菜 (1) ﾌｫｯｸｽﾏｼﾞﾏ ﾆｲﾅ 八学光星 青森

36 4:52.93 山内　世梨菜　(1) ﾔﾏｳﾁ ｾﾘﾅ 五所川原工 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 3000m

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1  9:06.11 ﾍﾚﾝ　ｴｶﾗﾚ 　　(3) ﾍﾚﾝ ｴｶﾗﾚ 仙台育英 宮城

2  9:24.85 鈴木　優花　　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 大曲 秋田

3  9:38.87 武田　千捺　　(2) ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ 仙台育英 宮城

4  9:41.55 三浦　瑠衣　　(3) ﾐｳﾗ ﾙｲ 仙台育英 宮城

5  9:49.42 鈴木　樺連　　(3) ｽｽﾞｷ ｶﾚﾝ 盛岡誠桜 岩手

6  9:49.48 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ　ｼﾞｪﾘｰ(1) ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｼﾞｪﾘｰ 青森山田 青森

7  9:51.83 小田中　亜美　(3) ｵﾀﾞﾅｶ ｱﾐ 盛岡誠桜 岩手

8  9:52.95 古寺　冴佳　　(3) ｺﾃﾗ ｻｴｶ 学法石川 福島

9  9:53.28 萩野　真理　　(3) ﾊｷﾞﾉ ﾏﾘ 秋田北鷹 秋田

10  9:53.57 南條　佑佳　　(3) ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｶ 秋田南 秋田

11  9:53.92 奥山　瑞希　　(2) ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 利府 宮城

12  9:54.57 千葉　秋子　　(2) ﾁﾊﾞ ｱｷｺ 北上翔南 岩手

13  9:56.41 山本　美和　　(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾜ 青森山田 青森

14  9:57.20 鈴木　美乙梨　(2) ｽｽﾞｷ ﾐｵﾘ 会津 福島

15  9:57.27 石澤　希らら　(2) ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ 山形城北 山形

16  9:57.47 岸　　汐理　　(3) ｷｼ ｼｵﾘ 東海大山形 山形

17  9:57.91 大森　優依　　(2) ｵｵﾓﾘ ﾕｲ 花輪 秋田

18  9:58.30 髙橋　香澄　　(3) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾐ 福島 福島

19 10:01.77 戸澤　愛織　　(2) ﾄｻﾞﾜ ｲｵﾘ 八学光星 青森

20 10:03.83 鈴木　　葵　　(3) ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 福島明成 福島

21 10:04.44 須貝　美齢　　(3) ｽｶﾞｲ ﾐﾚｲ 鶴岡南 山形

22 10:04.77 井澤　真美佳　(2) ｲｻﾞﾜ ﾏﾐｶ 学法石川 福島

23 10:05.38 門馬　琴実　　(3) ﾓﾝﾏ ｺﾄﾐ 田村 福島

24 10:05.98 佐竹　結衣　　(2) ｻﾀｹ ﾕｲ 東海大山形 山形

25 10:06.71 髙橋　佳歩　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾎ 大曲 秋田

26 10:06.93 大場　愛里紗　(3) ｵｵﾊﾞ ｱﾘｻ 酒田南 山形

27 10:08.00 藤ヶ森　美晴　(3) ﾌｼﾞｶﾞﾓﾘ ﾐﾊﾙ 青森山田 青森

28 10:08.47 長澤　日桜里　(1) ﾅｶﾞｻﾜ ﾋｵﾘ 山形城北 山形

29 10:09.03 葛西　美月　　(2) ｶｻｲ ﾐﾂﾞｷ 東北 宮城

30 10:09.10 田川　友貴　　(3) ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ 盛岡誠桜 岩手

31 10:09.59 及川　誌月　　(2) ｵｲｶﾜ ｼﾂﾞｷ 花巻東 岩手

32 10:14.61 小野寺　彩水　(2) ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾐ 一関一 岩手

33 10:14.97 齋藤　　凜　　(2) ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 聖和学園 宮城

34 10:16.69 工藤　未来　　(3) ｸﾄﾞｳ ﾐｸ 花輪 秋田

35 10:31.42 山内　世梨菜　(1) ﾔﾏｳﾁ ｾﾘﾅ 五所川原工 青森

36 10:32.16 杉沢　瑠歌　　(2) ｽｷﾞｻﾜ ﾙｶ 八学光星 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 100mH

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 13.85 茨木　　凜　　(2) ｲﾊﾞﾗｷ ﾘﾝ 九里学園 山形

2 14.16 関本　萌香　　(3) ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 大館鳳鳴 秋田

3 14.24 阪　　希望　　(1) ﾊﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 山形中央 山形

4 14.41 佐藤　　和　　(3) ｻﾄｳ ﾉﾄﾞｶ 米沢興譲館 山形

5 14.49 及川　優花　　(2) ｵｲｶﾜ ﾕｳｶ 柴田 宮城

6 14.56 川勝　稀月　　(3) ｶﾜｶﾂ ｷﾂﾞｷ 常盤木学園 宮城

7 14.66 大城　楓奈　　(3) ｵｵｷ ﾌｳﾅ 山形北 山形

8 14.78 塚田　美羽　　(3) ﾂｶﾀﾞ ﾐｳ 秋田 秋田

9 14.80 駒ヶ嶺　光瑠　(2) ｺﾏｶﾞﾐﾈ ﾋｶﾙ 黒沢尻北 岩手

10 15.06 今野　萌香　　(3) ｲﾏﾉ ﾓｶ 北上翔南 岩手

10 15.06 大野　真実子　(2) ｵｵﾉ ﾏﾐｺ 秋田和洋女 秋田

12 15.17 大類　茄瑚　　(3) ｵｵﾙｲ ｶｺ 東桜学館 山形

13 15.19 工藤　菜々　　(3) ｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 秋田南 秋田

14 15.26 佐藤　穂乃佳　(3) ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 花巻北 岩手

15 15.41 遠藤　美桜　　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｵ 東北 宮城

16 15.46 松本　優衣　　(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲ 磐城 福島

17 15.49 棟形　千沙都　(1) ﾑﾅｶﾀ ﾁｻﾄ 常盤木学園 宮城

18 15.50 佐々木　和佳奈(2) ｻｻｷ ﾜｶﾅ 秋田和洋女 秋田

19 15.53 北舘　陽佳　　(3) ｷﾀﾀﾞﾃ ﾊﾙｶ 宮古 岩手

20 15.58 中谷　優月　　(3) ﾅｶﾔ ﾕﾂﾞｷ 木造 青森

20 15.58 塚田　菜摘　　(3) ﾂｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 福島西 福島

22 15.61 堀内　美咲　　(3) ﾎﾘｳﾁ ﾐｻｷ 水沢一 岩手

23 15.63 深澤　奈々　　(2) ﾌｶｻﾞﾜ ﾅﾅ 北上翔南 岩手

24 15.65 高橋　佳蓮　　(3) ﾀｶﾊｼ ｶﾚﾝ 湯沢翔北 秋田

25 15.67 坂田　愛海　　(2) ｻｶﾀ ﾏﾅﾐ 常盤木学園 宮城

26 15.68 佐藤　朱夏　　(3) ｻﾄｳ ｱﾔｶ 白石 宮城

27 15.69 菊池　美樹　　(3) ｷｸﾁ ﾐｷ 弘前実 青森

28 15.70 酒井　観月　　(2) ｻｶｲ ﾐﾂﾞｷ 九里学園 山形

29 15.74 吉田　晴夏　　(2) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 白河旭 福島

30 15.80 香川　夢花　　(1) ｶｶﾞﾜ ﾕﾒｶ 磐城桜が丘 福島

31 15.91 山下　桐子　　(3) ﾔﾏｼﾀ ﾄｳｺ 橘 福島

32 16.01 小野　加南子　(3) ｵﾉ ｶﾅｺ 青森東 青森

33 16.03 杉本　柚華　　(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｽﾞｶ 相馬 福島

34 16.19 蛯名　芙優帆　(2) ｴﾋﾞﾅ ﾌﾕﾎ 八戸西 青森

35 16.35 小山　楓花　　(3) ｺﾔﾏ ﾌｳｶ 大間 青森

36 16.52 菊池　奈々子　(1) ｷｸﾁ ﾅﾅｺ 八戸西 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 400mH

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 1:00.20 関本　萌香　　(3) ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 大館鳳鳴 秋田

2 1:01.48 後藤　理香子　(3) ｺﾞﾄｳ ﾘｶｺ 仙台三桜 宮城

3 1:01.61 大城　楓奈　　(3) ｵｵｷ ﾌｳﾅ 山形北 山形

4 1:01.70 川勝　稀月　　(3) ｶﾜｶﾂ ｷﾂﾞｷ 常盤木学園 宮城

5 1:02.41 寺本　光里　　(3) ﾃﾗﾓﾄ ﾋｶﾘ 弘前実 青森

6 1:02.83 阪　　希望　　(1) ﾊﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 山形中央 山形

7 1:03.58 阿邉　いつき　(3) ｱﾍﾞ ｲﾂｷ 北上翔南 岩手

8 1:03.65 鈴木　美玖　　(3) ｽｽﾞｷ ﾐｸ 酒田南 山形

9 1:04.22 奥山　小冬　　(2) ｵｸﾔﾏ ｺﾄ 古川 宮城

10 1:04.42 塚田　菜摘　　(3) ﾂｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 福島西 福島

11 1:04.58 三浦　茉友　　(2) ﾐｳﾗ ﾏﾕ 花巻北 岩手

12 1:04.68 佐々木　玲美　(3) ｻｻｷ ﾚﾐ 仁賀保 秋田

13 1:05.06 松本　優衣　　(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲ 磐城 福島

14 1:05.46 工藤　七星　　(2) ｸﾄﾞｳ ﾅﾅｾ 木造 青森

15 1:05.59 黒坂　美香子　(3) ｸﾛｻｶ ﾐｶｺ 久慈 岩手

16 1:05.75 西城　柚香　　(3) ｻｲｼﾞｮｳ ﾕｽﾞｶ 東北 宮城

17 1:05.97 佐藤　朱夏　　(3) ｻﾄｳ ｱﾔｶ 白石 宮城

18 1:06.01 山口　真琴　　(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 仙台一 宮城

19 1:06.04 菊地　菜美　　(3) ｷｸﾁ ﾅﾐ 大館鳳鳴 秋田

20 1:06.29 本名　香菜　　(3) ﾎﾝﾅ ｶﾅ ザベリオ 福島

21 1:06.34 山口　朱音　　(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 九里学園 山形

21 1:06.34 松岡　　萌　　(3) ﾏﾂｵｶ ﾓｴ 光南 福島

23 1:06.57 髙坂　明日加　(2) ｺｳｻｶ ｱｽｶ 大館国際情報 秋田

24 1:06.62 伏見　みなみ　(3) ﾌｼﾐ ﾐﾅﾐ 相馬 福島

25 1:06.70 白銀　柚希　　(2) ｼﾛｶﾞﾈ ﾕｽﾞｷ 弘前実 青森

26 1:06.74 千田　彩香　　(3) ﾁﾀﾞ ｱﾔｶ 北上翔南 岩手

27 1:07.10 森　　友香　　(3) ﾓﾘ ﾄﾓｶ 八戸西 青森

28 1:07.12 山岸　　恵　　(3) ﾔﾏｷﾞｼ ﾒｸﾞﾐ 会津 福島

29 1:07.30 蛯名　芙優帆　(2) ｴﾋﾞﾅ ﾌﾕﾎ 八戸西 青森

30 1:07.68 土田　絵里奈　(3) ﾂﾁﾀﾞ ｴﾘﾅ 本荘 秋田

31 1:07.75 佐々木　未来　(3) ｻｻｷ ﾐﾗｲ 八戸北 青森

32 1:07.78 小松原　憩　　(2) ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲ 酒田南 山形

33 1:07.99 藤田　莉奈　　(2) ﾌｼﾞﾀ ﾘﾅ 盛岡市立 岩手

34 1:08.53 大野　真実子　(2) ｵｵﾉ ﾏﾐｺ 秋田和洋女 秋田

35 1:08.56 福田　淑玲　　(3) ﾌｸﾀﾞ ｽﾐﾚ 北上翔南 岩手

36 1:09.36 髙橋　桃子　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 九里学園 山形



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 2000mSC

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 7:00.39 大場　愛里紗　(3) ｵｵﾊﾞ ｱﾘｻ 酒田南 山形

2 7:06.20 横手　純寧　　(3) ﾖｺﾃ ｷﾖﾈ 盛岡誠桜 岩手

3 7:06.63 土屋　里菜　　(2) ﾂﾁﾔ ﾘﾅ 東海大山形 山形

4 7:08.16 渡邉　怜奈　　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾅ 学法石川 福島

5 7:09.78 千葉　彩有花　(3) ﾁﾊﾞ ｻﾕｶ 常盤木学園 宮城

6 7:12.23 須貝　美齢　　(3) ｽｶﾞｲ ﾐﾚｲ 鶴岡南 山形

7 7:12.69 平野　佑果　　(3) ﾋﾗﾉ ﾕｳｶ 田村 福島

8 7:12.74 北郷　美奈　　(3) ｷﾀｺﾞｳ ﾐﾅ 田村 福島

9 7:15.26 木村　日和　　(3) ｷﾑﾗ ﾋﾖﾘ 青森山田 青森

10 7:20.53 石川　美優　　(3) ｲｼｶﾜ ﾐﾕｳ 学法石川 福島

11 7:20.74 本間　玲樹　　(2) ﾎﾝﾏ ﾀﾏｷ 仙台育英 宮城

12 7:22.16 石川　玲菜　　(2) ｲｼｶﾜ ﾚｲﾅ 常盤木学園 宮城

13 7:22.46 髙橋　侑愛　　(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 山形城北 山形

14 7:23.29 柳川　愛絵　　(1) ﾔﾅｶﾞﾜ ﾏﾅｴ 仙台育英 宮城

15 7:23.91 遠藤　寧々　　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾈﾈ 盛岡市立 岩手

16 7:24.10 斎藤　菜摘　　(2) ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 大曲 秋田

17 7:27.26 八重樫　朋夏　(3) ﾔｴｶﾞｼ ﾄﾓｶ 黒沢尻北 岩手

18 7:27.66 瀬川　優花　　(3) ｾｶﾞﾜ ﾕｳｶ 青森山田 青森

19 7:30.13 五十嵐　梨乃　(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾉ 青森山田 青森

20 7:31.77 八重樫　茜子　(3) ﾔｴｶﾞｼ ｱｶﾈ 花巻北 岩手

21 7:48.65 牟田　葵凜　　(2) ﾑﾀ ｷﾘﾝ 八学光星 青森

22 7:50.74 市川　さくら　(2) ｲﾁｶﾜ ｻｸﾗ 秋田 秋田

23 7:51.58 藤原　　舞　　(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ 大曲 秋田

24 7:56.70 菅原　由菜　　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ 大館国際情報 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 5000mW

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 25:15.27 今　かえで　　(3) ｺﾝ ｶｴﾃﾞ 常盤木学園 宮城

2 25:15.45 大内　稀智　　(2) ｵｵｳﾁ ﾏﾁ 常盤木学園 宮城

3 25:26.53 相沢　美月　　(3) ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 仙台二 宮城

4 25:34.19 木村　　和　　(2) ｷﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 横手 秋田

5 25:54.60 髙橋　朋花　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ 北上翔南 岩手

6 26:12.78 阿部　ひかる　(3) ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ 盛岡三 岩手

7 26:13.49 中村　　愛　　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 花巻南 岩手

8 26:15.62 近藤　桃花　　(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 盛岡市立 岩手

9 26:19.67 矢吹　彩音　　(3) ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾈ いわき秀英 福島

10 26:27.14 佐藤　亜美　　(3) ｻﾄｳ ﾂｸﾞﾐ 白石 宮城

11 27:29.60 鈴木　　繭　　(2) ｽｽﾞｷ ﾏﾕ 九里学園 山形

12 27:34.39 畠山　和奈　　(2) ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾅ 秋田北鷹 秋田

13 28:00.64 田中　ほたる　(3) ﾀﾅｶ ﾎﾀﾙ 葵 福島

14 28:01.77 沼辺　咲樹　　(3) ﾇﾏﾍﾞ ｻｷ 青森 青森

15 28:36.60 圓谷　美羽　　(3) ﾂﾑﾗﾔ ﾐｳ 白河旭 福島

16 28:47.39 浦嶋　さな　　(3) ｳﾗｼﾏ ｻﾅ 東海大山形 山形

17 29:04.49 菊地　菜々子　(3) ｷｸﾁ ﾅﾅｺ 福島 福島

18 29:12.38 佐藤　　芽　　(2) ｻﾄｳ ﾒｲ 弘前 青森

19 29:17.35 伊藤　咲良　　(3) ｲﾄｳ ｻｸﾗ 能代 秋田

20 29:41.95 柏崎　菜々　　(2) ｶｼﾜｻﾞｷ ﾅﾅ 青森山田 青森

21 29:49.23 池田　明日香　(2) ｲｹﾀﾞ ｱｽｶ 秋田南 秋田

22 30:01.11 森　　遥香　　(3) ﾓﾘ ﾊﾙｶ 上山明新館 山形

23 30:14.62 清水　ななみ　(2) ｼﾐｽﾞ ﾅﾅﾐ 上山明新館 山形

24 30:32.57 村井　咲彩　　(2) ﾑﾗｲ ｻｱﾔ 三本木農 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 4×100mR

Rank 県大会記録 学校名 学校名ﾌﾘｶﾞﾅ 県名

1 46.92 山形中央 ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ 山形

2 47.41 盛岡誠桜 ﾓﾘｵｶｾｲｵｳ 岩手

3 47.98 九里学園 ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ 山形

4 47.99 北上翔南 ｷﾀｶﾐｼｮｳﾅﾝ 岩手

5 48.75 常盤木学園 ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ 宮城

6 48.78 秋田 ｱｷﾀ 秋田

7 48.81 古川黎明 ﾌﾙｶﾜﾚｲﾒｲ 宮城

8 48.92 仙台三桜 ｾﾝﾀﾞｲｻﾝｵｳ 宮城

9 48.93 仙台三 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ 宮城

10 48.94 利府 ﾘﾌ 宮城

11 49.00 柴田 ｼﾊﾞﾀ 宮城

12 49.21 郡山東 ｺｵﾘﾔﾏﾋｶﾞｼ 福島

13 49.22 秋田和洋女 ｱｷﾀﾜﾖｳｼﾞｮｼ 秋田

14 49.24 盛岡四 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｼ 岩手

15 49.37 会津学鳳 ｱｲﾂﾞｶﾞｸﾎｳ 福島

16 49.47 花巻東 ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ 岩手

17 49.48 青森北 ｱｵﾓﾘｷﾀ 青森

18 49.65 米沢興譲館 ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｼﾞｮｳｶﾝ 山形

19 49.74 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ 福島

20 49.78 秋田商 ｱｷﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 秋田

21 49.79 秋田北鷹 ｱｷﾀﾎｸﾖｳ 秋田

22 50.05 横手清陵学院 ﾖｺﾃｾｲﾘｮｳｶﾞｸｲﾝ 秋田

23 50.09 山形商 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾘﾂｼｮｳｷﾞｮｳ 山形

24 50.14 米沢中央 ﾖﾈｻﾞﾜﾁｭｳｵｳ 山形

25 50.15 日大東北 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳﾎｸ 福島

26 50.20 大船渡 ｵｵﾌﾅﾄ 岩手

27 50.22 水沢一 ﾐｽﾞｻﾜﾀﾞｲｲﾁ 岩手

27 50.22 大館国際情報 ｵｵﾀﾞﾃｺｸｻｲｼﾞｮｳﾎｳｶﾞｸｲﾝ 秋田

29 50.32 酒田光陵 ｻｶﾀｺｳﾘｮｳ 山形

30 50.34 郡山商 ｺｵﾘﾔﾏｼｮｳｷﾞｮｳ 福島

31 50.66 大湊 ｵｵﾐﾅﾄ 青森

31 50.66 若松商 ﾜｶﾏﾂｼｮｳｷﾞｮｳ 福島

33 50.99 八戸西 ﾊﾁﾉﾍﾆｼ 青森

34 51.72 青森 ｱｵﾓﾘ 青森

35 52.33 五所川原 ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗ 青森

36 52.34 弘前 ﾋﾛｻｷ 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 4×400mR

Rank 県大会記録 学校名 学校名ﾌﾘｶﾞﾅ 県名

1 3:52.24 山形中央 ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ 山形

2 3:54.16 九里学園 ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ 山形

3 3:55.04 郡山東 ｺｵﾘﾔﾏﾋｶﾞｼ 福島

4 3:56.24 大館国際情報 ｵｵﾀﾞﾃｺｸｻｲｼﾞｮｳﾎｳｶﾞｸｲﾝ 秋田

5 3:56.53 北上翔南 ｷﾀｶﾐｼｮｳﾅﾝ 岩手

6 3:57.58 酒田南 ｻｶﾀﾐﾅﾐ 山形

7 3:57.83 大館鳳鳴 ｵｵﾀﾞﾃﾎｳﾒｲ 秋田

8 3:58.05 磐城 ｲﾜｷ 福島

9 3:58.12 秋田 ｱｷﾀ 秋田

10 3:58.34 弘前実 ﾋﾛｻｷｼﾞﾂ 青森

11 3:58.84 常盤木学園 ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ 宮城

12 3:59.33 山形北 ﾔﾏｶﾞﾀｷﾀ 山形

13 3:59.54 東北 ﾄｳﾎｸ 宮城

14 3:59.57 仙台三桜 ｾﾝﾀﾞｲｻﾝｵｳ 宮城

15 3:59.60 秋田商 ｱｷﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 秋田

16 4:00.48 盛岡四 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｼ 岩手

17 4:01.91 青森北 ｱｵﾓﾘｷﾀ 青森

18 4:01.92 盛岡誠桜 ﾓﾘｵｶｾｲｵｳ 岩手

19 4:02.57 仙台三 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ 宮城

20 4:02.63 花輪 ﾊﾅﾜ 秋田

21 4:02.94 会津学鳳 ｱｲﾂﾞｶﾞｸﾎｳ 福島

22 4:03.05 聖和学園 ｾｲﾜｶﾞｸｴﾝ 宮城

23 4:03.09 青森 ｱｵﾓﾘ 青森

24 4:03.36 仙台一 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｲﾁ 宮城

25 4:03.37 山形商 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾘﾂｼｮｳｷﾞｮｳ 山形

26 4:03.47 花巻東 ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ 岩手

27 4:03.58 久慈 ｸｼﾞ 岩手

27 4:03.58 東海大山形 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ 山形

29 4:03.95 郡山商 ｺｵﾘﾔﾏｼｮｳｷﾞｮｳ 福島

30 4:04.07 安積黎明 ｱｻｶﾚｲﾒｲ 福島

31 4:05.74 平成 ﾍｲｾｲ 秋田

32 4:06.00 水沢一 ﾐｽﾞｻﾜﾀﾞｲｲﾁ 岩手

33 4:06.13 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ 福島

34 4:08.99 青森山田 ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ 青森

35 4:13.41 八戸西 ﾊﾁﾉﾍﾆｼ 青森

36 4:13.88 八学光星 ﾊﾁｶﾞｸｺｳｾｲ 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 走高跳

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 1m70 武田　萌伽　　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾓｶ 新庄東 山形

2 1m68 鎌田　ほのか　(3) ｶﾏﾀ ﾎﾉｶ 清陵情報 福島

3 1m66 奥沢　海砂　　(2) ｵｸｻﾜ ﾐｻ 弘前実 青森

4 1m63 赤川　　舞　　(2) ｱｶｶﾞﾜ ﾏｲ 弘前 青森

4 1m63 小笠原　美羽　(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｳ 東海大山形 山形

6 1m62 橋本　怜奈　　(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾅ 郡山 福島

7 1m59 中村　雪乃　　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 利府 宮城

7 1m59 佐口　みずき　(3) ｻｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 常盤木学園 宮城

7 1m59 齋藤　香綸　　(2) ｻｲﾄｳ ｶﾘﾝ 喜多方 福島

7 1m59 神沼　栞奈　　(1) ｶﾐﾇﾏ ｶﾝﾅ 安積黎明 福島

11 1m57 鹿柴　杏香　　(2) ｶｼﾊﾞ ｷｮｳｶ 山形中央 山形

12 1m56 菊地　　希　　(3) ｷｸﾁ ﾉｿﾞﾐ 水沢 岩手

12 1m56 小松　瑠伽　　(3) ｺﾏﾂ ﾙｶ 多賀城 宮城

12 1m56 佐々木　綾　　(3) ｻｻｷ ｱﾔ 白河旭 福島

15 1m54 前田　野々香　(3) ﾏｴﾀﾞ ﾉﾉｶ 五所川原商 青森

15 1m54 富樫　奈々　　(1) ﾄｶﾞｼ ﾅﾅ 秋田商 秋田

15 1m54 熊谷　亜未　　(3) ｸﾏｶﾞｲ ｱﾐ 秋田商 秋田

15 1m54 渋谷　泉水　　(2) ｼﾌﾞﾔ ｲｽﾞﾐ 花輪 秋田

15 1m54 梶原　真夢　　(3) ｶｼﾞﾜﾗ ﾏﾕ 横手清陵学院 秋田

15 1m54 新野　久美　　(2) ﾆｲﾉ ｸﾐ 東海大山形 山形

15 1m54 森　　夏鈴　　(2) ﾓﾘ ｶﾘﾝ 東桜学館 山形

22 1m53 多田　夏海　　(3) ﾀﾀﾞ ﾅﾂﾐ 盛岡誠桜 岩手

22 1m53 生出　明日香　(3) ｵｲﾃﾞ ｱｽｶ 石巻西 宮城

22 1m53 萬　　美結　　(3) ﾖﾛｽﾞ ﾐﾕｳ 仙台南 宮城

22 1m53 武田　未希　　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾐｷ 安積 福島

26 1m51 上田　理央　　(3) ｳｴﾀﾞ ﾘｵ 弘前 青森

26 1m51 大野　花凜　　(1) ｵｵﾉ ｶﾘﾝ 三本木 青森

26 1m51 平山　依蕗　　(1) ﾋﾗﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 八戸西 青森

26 1m51 奈良　美彩　　(3) ﾅﾗ ﾐｻ 花輪 秋田

26 1m51 荒尾　明里　　(3) ｱﾗｵ ｱｶﾘ 酒田西 山形

31 1m50 髙橋　珠里　　(3) ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾘ 黒沢尻北 岩手

31 1m50 葛巻　美波　　(3) ｸｽﾞﾏｷ ﾐﾅﾐ 盛岡三 岩手

31 1m50 鈴木　羅那　　(3) ｽｽﾞｷ ﾗﾅ 盛岡四 岩手

31 1m50 福田　栄里　　(1) ﾌｸﾀﾞ ｴﾘ 盛岡市立 岩手

31 1m50 馬場　優衣　　(2) ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾕｲ 仙台一 宮城

36 1m48 安田　歩未　　(2) ﾔｽﾀ ｱﾕﾐ 大館国際情報 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 棒高跳

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 3m50 上圷　千華子　(3) ｶﾐｱｸﾂ ﾁｶｺ 福島高専 福島

2 3m30 髙嶋　菜々子　(3) ﾀｶｼﾏ ﾅﾅｺ 山形商 山形

3 3m00 新田　英理子　(3) ﾆｯﾀ ｴﾘｺ 黒沢尻北 岩手

3 3m00 久保田　ひなの(2) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅﾉ 能代松陽 秋田

3 3m00 井上　さくら　(3) ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 磐城桜が丘 福島

6 2m90 伊藤　亜美沙　(2) ｲﾄｳ ｱﾐｻ 大湊 青森

6 2m90 藤田　夏穂　　(2) ﾌｼﾞﾀ ｶﾎ いわき総合 福島

6 2m90 増子　菜那　　(3) ﾏｽｺ ﾅﾅ 相馬 福島

9 2m70 小田島　蓮　　(2) ｵﾀﾞｼﾏ ﾚﾝ 黒沢尻北 岩手

9 2m70 土屋　樹里　　(3) ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾘ 山形商 山形

9 2m70 杉沼　凜穂　　(1) ｽｷﾞﾇﾏ ﾘﾎ 山形商 山形

12 2m60 金子　遥果　　(2) ｶﾈｺ ﾊﾙｶ 黒沢尻北 岩手

12 2m60 中島　美雨　　(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｳ 利府 宮城

12 2m60 保坂　南実　　(2) ﾎｻｶ ﾅﾁｶ 秋田西 秋田

15 2m50 半田　澪奈　　(3) ﾊﾝﾀﾞ ﾚｲﾅ 水沢一 岩手

15 2m50 青田　実央　　(3) ｱｵﾀ ﾐｵ 佐沼 宮城

17 2m40 中山　さくら　(3) ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗ 八戸 青森

17 2m40 櫛引　優香　　(3) ｸｼﾋﾞｷ ﾕｳｶ 大湊 青森

17 2m40 須藤　優奈　　(2) ｽﾄｳ ﾕｳﾅ 上山明新館 山形

20 2m30 遠藤　彩華　　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 仙台工 宮城

20 2m30 加藤　　夏　　(2) ｶﾄｳ ﾅﾂ 東北学院榴岡 宮城

22 1m70 三田村　和　　(2) ﾐﾀﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 八戸工 青森

22 1m70 小川　舞弥　　(2) ｵｶﾞﾜ ﾏﾔ 能代松陽 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 走幅跳

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 5m81 高橋　瑞希　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 佐沼 宮城

2 5m53 野口　ゆり愛　(3) ﾉｸﾞﾁ ﾕﾘｱ 東海大山形 山形

3 5m50 大平　風花　　(2) ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾌｳｶ 秋田 秋田

4 5m49 戸羽　優依　　(1) ﾄﾊﾞ ﾕｲ 古川黎明 宮城

5 5m47 千田　　瞳　　(2) ﾁﾀﾞ ﾋﾄﾐ 花巻東 岩手

5 5m47 佐竹　　楓　　(3) ｻﾀｹ ｶｴﾃﾞ 東北 宮城

7 5m46 佐々木　夢奈　(2) ｻｻｷ ﾕﾅ 福島南 福島

8 5m41 山下　桐子　　(3) ﾔﾏｼﾀ ﾄｳｺ 橘 福島

8 5m41 山田　寧々　　(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾈﾈ 白石 宮城

10 5m38 新井　涼香　　(2) ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ 仙台一 宮城

11 5m36 佐藤　七海　　(3) ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 仙台西 宮城

12 5m34 和地　彩花　　(3) ﾜﾁ ｱﾔｶ 九里学園 山形

13 5m33 山中　愛仁果　(1) ﾔﾏﾅｶ ｱﾆｶ 盛岡一 岩手

14 5m30 松田　優香　　(3) ﾏﾂﾀ ﾕｳｶ 秋田西 秋田

15 5m22 前田　桃華　　(2) ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ 盛岡三 岩手

15 5m22 沓澤　紀歩　　(2) ｸﾂｻﾞﾜ ｷﾎ 増田 秋田

17 5m19 柿﨑　美月　　(3) ｶｷｻﾞｷ ﾐﾂﾞｷ 神室産 山形

18 5m18 鳴海　　蘭　　(3) ﾅﾙﾐ ﾗﾝ 弘前実 青森

19 5m12 岡田　　悠　　(1) ｵｶﾀﾞ ﾕｳ 山形中央 山形

20 5m11 内山　栞里　　(3) ｳﾁﾔﾏ ｼｵﾘ 白河 福島

21 5m10 酒井　観月　　(2) ｻｶｲ ﾐﾂﾞｷ 九里学園 山形

21 5m10 佐藤　真優　　(2) ｻﾄｳ ﾏﾕ 盛岡南 岩手

21 5m10 野地　秋音　　(2) ﾉﾁ ｱｷﾈ 北上翔南 岩手

24 5m09 野﨑　菜優　　(1) ﾉｻﾞｷ ﾅﾕ 日大東北 福島

24 5m09 下山田　佳奈　(2) ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 湯本 福島

26 5m08 塚田　美羽　　(3) ﾂｶﾀﾞ ﾐｳ 秋田 秋田

26 5m08 外川　　楓　　(3) ｿﾄｶﾜ ｶｴﾃﾞ 黒石 青森

26 5m08 駒谷　七夏　　(3) ｺﾏﾔ ﾅﾅｶ 青森南 青森

29 5m07 石川　真衣　　(2) ｲｼｶﾜ ﾏｲ 秋田商 秋田

29 5m07 大和田　日向子(3) ｵｵﾜﾀﾞ ﾋﾅｺ 相馬 福島

31 5m06 三浦　悠佳里　(3) ﾐｳﾗ ﾕｶﾘ 花北青雲 岩手

31 5m06 小林　萌々香　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 秋田北 秋田

33 5m03 吉田　吏那　　(1) ﾖｼﾀﾞ ﾘﾅ 東海大山形 山形

34 5m01 花田　　遥　　(1) ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 木造 青森

35 5m00 川口　奈祐　　(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾕ 田名部 青森

36 4m99 江刺家　実咲　(3) ｴｻｼｶ ﾐｻｷ 八学光星 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 三段跳

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 11m95 野口　ゆり愛　(3) ﾉｸﾞﾁ ﾕﾘｱ 東海大山形 山形

2 11m85 小山　奈月　　(3) ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 盛岡誠桜 岩手

3 11m79 山下　桐子　　(3) ﾔﾏｼﾀ ﾄｳｺ 橘 福島

4 11m75 佐々木　夢奈　(2) ｻｻｷ ﾕﾅ 福島南 福島

5 11m63 高橋　瑞希　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 佐沼 宮城

6 11m54 山中　愛仁果　(1) ﾔﾏﾅｶ ｱﾆｶ 盛岡一 岩手

7 11m40 熊田　結月　　(3) ｸﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 安積黎明 福島

8 11m27 尾島　安祐美　(3) ｵｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 聖和学園 宮城

9 11m23 佐竹　　楓　　(3) ｻﾀｹ ｶｴﾃﾞ 東北 宮城

10 11m19 大場　友喜　　(3) ｵｵﾊﾞ ﾕｷ 新庄南 山形

11 11m05 大和田　日向子(3) ｵｵﾜﾀﾞ ﾋﾅｺ 相馬 福島

12 11m02 三浦　真愛　　(3) ﾐｳﾗ ﾏｲ 八戸西 青森

13 11m00 都築　純美加　(2) ﾂﾂﾞｷ ｽﾐｶ 常盤木学園 宮城

14 10m99 塚田　美羽　　(3) ﾂｶﾀﾞ ﾐｳ 秋田 秋田

14 10m99 髙橋　珠里　　(3) ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾘ 黒沢尻北 岩手

16 10m91 藤原　あかり　(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾘ 山形北 山形

17 10m86 鷹木　未結　　(2) ﾀｶｷﾞ ﾐﾕ 盛岡二 岩手

18 10m85 沓澤　紀歩　　(2) ｸﾂｻﾞﾜ ｷﾎ 増田 秋田

19 10m81 木澤　理子　　(3) ｷｻﾞﾜ ﾘｺ 秋田 秋田

20 10m79 酒井　観月　　(2) ｻｶｲ ﾐﾂﾞｷ 九里学園 山形

21 10m42 昆　　佑香　　(3) ｺﾝ ﾕｳｶ 三沢 青森

22 10m38 野宮　永琉舞　(1) ﾉﾐﾔ ｴﾙﾏ 五所川原工 青森

23 10m34 大平　風花　　(2) ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾌｳｶ 秋田 秋田

23 10m34 白銀　柚希　　(2) ｼﾛｶﾞﾈ ﾕｽﾞｷ 弘前実 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 砲丸投

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 12m24 奈良岡　翠蘭　(2) ﾅﾗｵｶ ﾐﾗﾝ 弘前中央 青森

1 12m24 大千里　歩美　(2) ｵｵﾁﾘ ｱﾕﾐ 日大東北 福島

3 12m21 野場　知聡　　(3) ﾉﾊﾞ ﾁｻﾄ 久慈 岩手

4 11m98 四役　ひかり　(3) ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ 久慈 岩手

5 11m86 佐藤　優衣　　(3) ｻﾄｳ ﾕｲ 梁川 福島

6 11m74 菊池　聖奈　　(1) ｷｸﾁ ｾﾅ 田名部 青森

7 11m71 髙橋　未来　　(1) ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 白石工 宮城

8 11m57 齋藤　真希　　(2) ｻｲﾄｳ ﾏｷ 鶴岡工 山形

9 11m55 山形　智香　　(1) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾄﾓｶ 大湊 青森

10 11m52 中村　友紀　　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ いわき総合 福島

11 11m45 冨田　朱里　　(3) ﾄﾐﾀ ｼｭﾘ 宮城広瀬 宮城

12 11m33 渡部　結衣　　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 鶴岡北 山形

13 11m30 池野　成美　　(3) ｲｹﾉ ﾅﾙﾐ 青森北 青森

14 11m25 葛野　朱華　　(2) ｸｽﾞﾉ ｼｭｶ 大湊 青森

15 11m15 田中　紀香　　(3) ﾀﾅｶ ﾉﾘｶ 仙台二華 宮城

16 11m10 佐藤　はるか　(2) ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 利府 宮城

17 10m96 永山　晴菜　　(2) ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 柴田 宮城

18 10m84 西崎　　澪　　(2) ﾆｼｻﾞｷ ﾚｲ 日大東北 福島

19 10m80 眞木　菜々佳　(3) ﾏｷ ﾅﾅｶ 仙台三桜 宮城

20 10m78 畠山　千果　　(2) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁｶ 久慈 岩手

21 10m58 佐久間　史穂　(3) ｻｸﾏ ｼﾎ 橘 福島

22 10m43 久慈　佳奈美　(3) ｸｼﾞ ｶﾅﾐ 久慈東 岩手

23 10m38 今泉　淳沙　　(3) ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 小野 福島

24 10m29 中田　　愛　　(3) ﾅｶﾀ ｱｲ 東奥学園 青森

25 10m26 齊藤　万祐　　(2) ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 横手清陵学院 秋田

26 10m15 庄司　ゆき野　(2) ｼｮｳｼﾞ ﾕｷﾉ 水沢一 岩手

27 10m08 三澤　琴未　　(3) ﾐｻﾜ ｺﾄﾐ 大館国際情報 秋田

28 10m06 髙橋　汐里　　(3) ﾀｶﾊｼ ｼｵﾘ 水沢商 岩手

29 10m00 岡崎　美里　　(2) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻﾄ 山形西 山形

30  9m92 芦原　美波　　(2) ｱｼﾊﾗ ﾐﾅﾐ 新庄北 山形

31  9m82 武田　麻梨乃　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘﾉ 山形北 山形

32  9m69 小畑　杏睦　　(3) ｵﾊﾞﾀ ｱﾑ 大館国際情報 秋田

32  9m69 齊藤　亜美　　(3) ｻｲﾄｳ ｱﾐ 秋田和洋女 秋田

34  9m63 内藤　千怜　　(2) ﾅｲﾄｳ ﾁｻﾄ 増田 秋田

35  9m53 井澤　綾香　　(3) ｲｻﾜ ｱﾔｶ 東桜学館 山形

36  9m25 能登　美輝　　(3) ﾉﾄ ﾐｷ 西目 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 円盤投

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 43m77※ 齋藤　真希　　(2) ｻｲﾄｳ ﾏｷ 鶴岡工 山形 ※アジアユースの記録(5/21)

2 40m65 四役　ひかり　(3) ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ 久慈 岩手

3 39m04 中村　友紀　　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ いわき総合 福島

4 38m99 渡部　結衣　　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 鶴岡北 山形

5 37m62 鈴木　悠佳　　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 古川黎明 宮城

6 36m11 菅野　由真　　(3) ｶﾝﾉ ﾕﾏ 黒沢尻北 岩手

7 35m84 瀬戸　沙耶香　(3) ｾﾄ ｻﾔｶ 仙台工 宮城

8 33m72 鈴木　悠華　　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 利府 宮城

9 33m49 奈良岡　翠蘭　(2) ﾅﾗｵｶ ﾐﾗﾝ 弘前中央 青森

10 33m23 黒澤　果令　　(3) ｸﾛｻﾜ ｶﾚﾝ 盛岡三 岩手

11 33m15 渋谷　依未　　(3) ｼﾌﾞﾀﾆ ｴﾐ 五所川原工 青森

12 32m85 渡部　愛美　　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ 葵 福島

13 32m84 菊池　聖奈　　(1) ｷｸﾁ ｾﾅ 田名部 青森

14 32m64 田中　紀香　　(3) ﾀﾅｶ ﾉﾘｶ 仙台二華 宮城

15 32m44 庄司　ゆき野　(2) ｼｮｳｼﾞ ﾕｷﾉ 水沢一 岩手

16 32m23 高杉　佑子　　(3) ﾀｶｽｷﾞ ﾕｳｺ 十和田 秋田

17 31m94 尾田　遥香　　(3) ｵﾀﾞ ﾊﾙｶ 弘前実 青森

18 31m51 本間　奈々子　(3) ﾎﾝﾏ ﾅﾅｺ 本荘 秋田

19 31m37 冨田　朱里　　(3) ﾄﾐﾀ ｼｭﾘ 宮城広瀬 宮城

20 31m02 田嶋　紗耶　　(3) ﾀｼﾞﾏ ｻﾔ 北上翔南 岩手

21 30m61 飯澤　萌子　　(3) ｲｲｻﾞﾜ ﾓｴｺ 会津農林 福島

22 30m41 村田　初楠　　(3) ﾑﾗﾀ ｳｲﾅ 横手 秋田

23 30m27 菅野　　舞　　(2) ｶﾝﾉ ﾏｲ 仙台育英 宮城

24 29m81 池野　成美　　(3) ｲｹﾉ ﾅﾙﾐ 青森北 青森

25 29m65 加藤　綾乃　　(3) ｶﾄｳ ｱﾔﾉ 秋田商 秋田

26 29m49 佐山　襟佳　　(2) ｻﾔﾏ ｴﾘｶ 黒石商 青森

27 29m28 丸山　日陽里　(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾖﾘ 南陽 山形

28 29m27 梅津　瑠依　　(3) ｳﾒﾂ ﾙｲ 米沢中央 山形

29 29m13 飯野　葉月　　(3) ｲｲﾉ ﾊﾂﾞｷ 山形北 山形

30 29m03 後藤　彩希　　(2) ｺﾞﾄｳ ｻｷ 湯沢翔北 秋田

31 28m82 中山　　楓　　(3) ﾅｶﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 只見 福島

32 28m64 伊藤　朱里　　(2) ｲﾄｳ ｱｶﾘ 秋田商 秋田

33 28m43 山田　実穂　　(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾎ 日大東北 福島

34 28m33 髙橋　優奈　　(1) ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ 水沢一 岩手

35 27m74 二宮　翔香　　(2) ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳｶ 九里学園 山形

36 27m50 大千里　歩美　(2) ｵｵﾁﾘ ｱﾕﾐ 日大東北 福島

37 27m29 猪俣　璃々菜　(1) ｲﾉﾏﾀ ﾘﾘﾅ 米沢中央 山形



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 ハンマー投

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 50m31 菊池　美緒　　(3) ｷｸﾁ ﾐｵ 古川黎明 宮城

2 50m22 山本　　蘭　　(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾗﾝ 水沢一 岩手

3 44m58 渋谷　依未　　(3) ｼﾌﾞﾀﾆ ｴﾐ 五所川原工 青森

4 43m99 半田　　愛　　(3) ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ 山形中央 山形

5 43m66 湯澤　栞里　　(3) ﾕｻﾞﾜ ｼｵﾘ 花輪 秋田

6 42m08 山本　　琳　　(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ 水沢一 岩手

7 41m94 鈴木　悠華　　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 利府 宮城

8 41m78 菅原　　唯　　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｲ 柴田 宮城

9 41m63 大橋　愛夢　　(3) ｵｵﾊｼ ｱｲﾑ 保原 福島

10 41m29 笹原　佑香　　(3) ｻｻﾊﾗ ﾕｶ 山形商 山形

11 41m04 髙橋　舞桜　　(3) ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 黒沢尻工 岩手

12 39m35 水谷　理心　　(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｺ 柴田 宮城

13 38m28 飯坂　唯那　　(2) ｲｲｻｶ ﾕｲﾅ 能代松陽 秋田

14 38m12 佐藤　彩乃　　(3) ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 水沢一 岩手

14 38m12 石嶋　母心　　(3) ｲｼｼﾞﾏ ﾓｺ 能代工 秋田

16 38m11 根本　未悠　　(3) ﾈﾓﾄ ﾐﾕ 松韻福島 福島

17 37m82 鈴木　海音　　(2) ｽｽﾞｷ ｶｲﾈ 相馬東 福島

18 37m53 外﨑　　空　　(3) ﾄﾉｻｷ ｿﾗ 木造 青森

19 37m26 齋藤　たまき　(2) ｻｲﾄｳ ﾀﾏｷ 山形商 山形

20 36m95 岡崎　美里　　(2) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻﾄ 山形西 山形

21 35m56 木村　安寿　　(3) ｷﾑﾗ ｱﾝｼﾞｭ いわき秀英 福島

22 35m32 工藤　　愛　　(2) ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 大館国際情報 秋田

23 34m25 坂本　真伎子　(3) ｻｶﾓﾄ ﾏｷｺ 五所川原農 青森

24 32m11 川端　恋雪　　(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｺﾕｷ 東奥学園 青森



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 やり投

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 50m50 兵藤　秋穂　　(3) ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱｷﾎ 古川黎明 宮城

2 45m76 奈良岡　翠蘭　(2) ﾅﾗｵｶ ﾐﾗﾝ 弘前中央 青森

3 42m29 佐藤　菜月　　(2) ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 会津学鳳 福島

4 40m71 熊谷　　彩　　(2) ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔ 大船渡東 岩手

5 40m60 田部　未歩　　(3) ﾀﾍﾞ ﾐﾎ 会津 福島

6 39m76 星　　佳奈　　(2) ﾎｼ ｶﾅ ザベリオ 福島

7 39m46 佐久間　史穂　(3) ｻｸﾏ ｼﾎ 橘 福島

8 38m96 山形　智香　　(1) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾄﾓｶ 大湊 青森

9 38m70 飯澤　萌子　　(3) ｲｲｻﾞﾜ ﾓｴｺ 会津農林 福島

10 38m55 西崎　　澪　　(2) ﾆｼｻﾞｷ ﾚｲ 日大東北 福島

11 37m90 佐藤　瑠果　　(2) ｻﾄｳ ﾙｶ 山形商 山形

12 37m71 芦原　美波　　(2) ｱｼﾊﾗ ﾐﾅﾐ 新庄北 山形

13 37m65 鈴木　悠華　　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 利府 宮城

14 37m36 佐藤　ほのか　(2) ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 秋田商 秋田

15 36m61 姉帯　舞華　　(3) ｱﾈﾀｲ ﾏｲｶ 盛岡市立 岩手

16 36m56 武石　麗未　　(3) ﾀｹｲｼ ﾚﾐ 大館桂桜 秋田

17 36m54 伊藤　実樹　　(3) ｲﾄｳ ﾐｷ 山形明正 山形

18 36m19 木村　有沙　　(2) ｷﾑﾗ ｱﾘｻ 大船渡東 岩手

19 36m15 望月　晴菜　　(3) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙﾅ 仙台三桜 宮城

20 35m82 今野　明音　　(3) ｺﾝﾉ ｱｶﾈ 大船渡 岩手

21 35m54 中村　雪乃　　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 利府 宮城

22 35m45 藤田　こころ　(3) ﾌｼﾞﾀ ｺｺﾛ 気仙沼西 宮城

23 35m24 小野　ひかる　(3) ｵﾉ ﾋｶﾙ 亘理 宮城

24 34m71 笹原　佑香　　(3) ｻｻﾊﾗ ﾕｶ 山形商 山形

25 34m61 能登　美輝　　(3) ﾉﾄ ﾐｷ 西目 秋田

26 34m41 小笠原　唯　　(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｲ 木造 青森

27 34m26 阿部　友香　　(2) ｱﾍﾞ ﾄﾓｶ 水沢一 岩手

28 34m18 武田　紗英　　(3) ﾀｹﾀﾞ ｻｴ 大館国際情報 秋田

29 34m07 對馬　華奈　　(3) ﾂｼﾏ ｶﾅ 弘前実 青森

30 33m57 本間　奈々子　(3) ﾎﾝﾏ ﾅﾅｺ 本荘 秋田

31 33m55 安田　遥香　　(3) ﾔｽﾀ ﾊﾙｶ 木造 青森

32 33m43 安部　萌絵　　(3) ｱﾍﾞ ﾓｴ 岩谷堂 岩手

33 33m35 武田　麻梨乃　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘﾉ 山形北 山形

34 33m34 二宮　翔香　　(2) ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳｶ 九里学園 山形

35 32m80 田中　奏衣　　(3) ﾀﾅｶ ｶﾅｴ 八戸 青森

36 32m75 三浦　　萌　　(3) ﾐｳﾗ ﾓｴ 由利 秋田



平成29年度　東北高等学校陸上競技大会　　ランキング

女子 七種競技

Rank 県大会記録 氏名（学年） 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 県名

1 4531 中村　雪乃　　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 利府 宮城

2 4450 今野　萌香　　(3) ｲﾏﾉ ﾓｶ 北上翔南 岩手

3 4099 佐藤　来香　　(3) ｻﾄｳ ﾗｲｶ 大湊 青森

4 4075 伊藤　　葵　　(3) ｲﾄｳ ｱｵｲ 山形西 山形

5 3993 奥沢　海砂　　(2) ｵｸｻﾜ ﾐｻ 弘前実 青森

6 3963 今野　明音　　(3) ｺﾝﾉ ｱｶﾈ 大船渡 岩手

7 3957 武田　麻梨乃　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘﾉ 山形北 山形

8 3926 鹿柴　杏香　　(2) ｶｼﾊﾞ ｷｮｳｶ 山形中央 山形

9 3893 梶原　真夢　　(3) ｶｼﾞﾜﾗ ﾏﾕ 横手清陵学院 秋田

10 3818 植木　風翔　　(3) ｳｴｷ ﾌｳｶ 柴田 宮城

11 3727 熊谷　亜未　　(3) ｸﾏｶﾞｲ ｱﾐ 秋田商 秋田

12 3723 渡邉　紫音　　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ 磐城桜が丘 福島

13 3692 藤田　菜々　　(3) ﾌｼﾞﾀ ﾅﾅ 白河 福島

14 3689 深澤　奈々　　(2) ﾌｶｻﾞﾜ ﾅﾅ 北上翔南 岩手

15 3668 若松　里奈　　(3) ﾜｶﾏﾂ ﾘﾅ 福島南 福島

16 3596 藤田　瑛瑠茉　(3) ﾌｼﾞﾀ ｴﾙﾏ 盛岡北 岩手

16 3596 阿部　璃音　　(3) ｱﾍﾞ ﾘｵ 福島西 福島

18 3587 阿部　巴奈　　(3) ｱﾍﾞ ﾊﾅ 富谷 宮城

19 3585 桑原　杏奈　　(3) ｸﾜﾊﾗ ｱﾝﾅ 八戸西 青森

20 3541 柿﨑　美月　　(3) ｶｷｻﾞｷ ﾐﾂﾞｷ 神室産 山形

21 3534 安田　歩未　　(2) ﾔｽﾀ ｱﾕﾐ 大館国際情報 秋田

22 3437 熱海　南帆　　(3) ｱﾀﾐ ﾅﾎ 仙台三 宮城

23 3433 和田　望幹　　(2) ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 明桜 秋田

24 3304 三浦　　萌　　(2) ﾐｳﾗ ﾓｴ 八戸東 青森


