
第１レース 4月30日 10:15
第２レース 4月30日 12:05

[ 1組] 風速 +3.5 [ 2組] 風速 +2.4

 1 菊地　徹郎 福島     11.06  1 大和田憲人(3) 宮城     11.51 
ｷｸﾁ ﾃﾂﾛｳ 県南陸協 ｵｵﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ 東北学院大

 2 岩渕　泰士 宮城     11.23  2 武山　慶大(2) 宮城     11.75 
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｲｼﾞ TEAM Ｔ☆G RAC ﾀｹﾔﾏ ｹｲﾀ 東北学院大

 3 丹代　克明(3) 宮城     11.35  3 遊佐　昌由 福島     11.81 
ﾀﾝﾀﾞｲ ｶﾂｱｷ 東北学院大 ﾕｳｻ ﾏｻﾖｼ ARCメディカル

 3 松岡　悠生(4) 秋田     11.35 鈴木　雅充 福島
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 福島大 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ ARCメディカル

風速 +2.8

 1 丹代　克明(3) 宮城     11.29 
ﾀﾝﾀﾞｲ ｶﾂｱｷ 東北学院大

 2 岩渕　泰士 宮城     11.30 
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｲｼﾞ TEAM Ｔ☆G RAC

 3 松岡　悠生(4) 秋田     11.39 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 福島大

 4 遊佐　昌由 福島     11.66 
ﾕｳｻ ﾏｻﾖｼ ARCメディカル

 5 武山　慶大(2) 宮城     11.68 
ﾀｹﾔﾏ ｹｲﾀ 東北学院大
大和田憲人(3) 宮城
ｵｵﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ 東北学院大

男子

100m                100m                

第１レース第１レース第１レース 通過基準  2組  0着 + 6通過基準  2組  0着 + 6

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33   213  213

22   221  221

44   218  218

55    16   16

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   219  219

22   220  220

33   215  215

55   216  216
棄権棄権

第２レース第２レース第２レース

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   218  218

44   221  221

33    16   16

11   215  215

66   220  220

棄権棄権
22   219  219



決勝 4月30日 11:20

風速 +1.2

 1 伊達　孝浩 福島     22.43 
ﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ ARCメディカル

 2 丹代　克明(3) 宮城     22.73 
ﾀﾝﾀﾞｲ ｶﾂｱｷ 東北学院大

 3 岩渕　泰士 宮城     22.83 
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｲｼﾞ TEAM Ｔ☆G RAC

 4 戸崎　孝則(3) 秋田     23.85 
ﾄｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 福島大

3   221

2    26

4   214

5   218

男子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月30日 12:45

 1 松岡　悠生(4) 秋田     51.19 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 福島大

 2 戸崎　孝則(3) 秋田     52.52 
ﾄｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 福島大

 3 金森　威明(4) 青森     53.10 
ｶﾈﾓﾘ ﾀｹｱｷ 福島大

 4 西ノ明達仁(2) 福島     53.40 
ﾆｼﾉﾐｮｳ ﾀﾂﾋﾄ 福島大

4    13

5    39

3    16

2    26

男子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月30日 10:00

 1 金森　威明(4) 青森   2,03.02 
ｶﾈﾓﾘ ﾀｹｱｷ 福島大

 2 西ノ明達仁(2) 福島   2,05.38 
ﾆｼﾉﾐｮｳ ﾀﾂﾋﾄ 福島大

4    13

3    39

男子

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月30日 10:50

 1 吉田　義宏(4) 福島  15,56.77 
ﾖｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 福島大

 2 阿部　哲也 福島  16,10.65 
ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ NOK

 3 五十嵐　興(2) 福島  16,14.28 
ｲｶﾞﾗｼ ｺｳ 福島大

 4 手嶋　真紀(3) 宮城  17,27.98 
ﾃｼﾏ ﾏｻｷ 福島大

 5 亀田　咲絵(4) 福島  18,09.64 
ｶﾒﾀﾞ ｻｷｴ 福島大

5    20

1    25

2    17

3    74

4    34

男女          

5000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月30日 11:30

安田　  司(4) 福島
ﾔｽﾀﾞ ﾂｶｻ 東北学院大

 1.65 1.65OO XOXO XXXXXX
11 11   217  217

備考備考備考1m601m601m60 1m651m651m65 1m70所属名所属名所属名 記録記録記録1m701m70ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名順位順位順位 試技試技試技

男子

走高跳              走高跳              

決勝決勝決勝



決勝 4月30日 10:20

竹谷　翔平(2) 青森   4.44    X   4.83   5.96    X    X    5.96 
ﾀｹﾔ ｼｮｳﾍｲ 福島大   +1.9   +2.0   +3.3    +3.3
菊地　徹郎 福島 棄権
ｷｸﾁ ﾃﾂﾛｳ 県南陸協

男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1   119

2   213



決勝 4月30日 10:00

小林　利匡(4) 秋田
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ 福島大
伊花　亮平(2) 新潟 棄権
ｲﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ 福島大

男子

砲丸投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2   118

 9.71 10.09   X  9.60 10.18   X  10.18 

1    35



決勝 4月30日 11:40

小林　利匡(4) 秋田
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ 福島大
伊花　亮平(2) 新潟 棄権
ｲﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ 福島大

男子

円盤投              

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  X

-1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 2   118

  X   X   X 29.10 28.46  29.10 

1    35



決勝 4月30日 10:50

伊花　亮平(2) 新潟 棄権
ｲﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ 福島大

所属名 -6-

男子

やり投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1    35



第１レース 4月30日 10:25
第２レース 4月30日 12:15

[ 1組] 風速 +3.7 [ 2組] 風速 +3.5

 1 栗本佳世子 福島     12.52  1 佐々木海帆(3) 福島     13.48 
ｸﾘﾓﾄ ｶﾖｺ 東邦銀行 ｻｻｷ ﾐﾎ 滝根中

 2 村上　雪菜(4) 福島     12.96  2 鈴木優美香(3) 福島     13.68 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾅ 福島大 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｶ 植木東中

 3 小原由紀香(3) 岩手     13.10  3 平子  　幸(3) 福島     14.24 
ｵﾊﾞﾗ ﾕｷｶ 福島大 ﾋﾗｺ ﾐﾕｷ 富田中

 4 長谷部瑞季(2) 福島     13.75  4 土田ひなの(2) 福島     15.09 
ﾊｾﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 信陵中 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾅﾉ 郡山一中

白江　美桜(3) 福島
ｼﾗｴ ﾐｵ 二本松一中

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +4.5

 1 栗本佳世子 福島     12.68  1 鈴木優美香(3) 福島     13.70 
ｸﾘﾓﾄ ｶﾖｺ 東邦銀行 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｶ 植木東中

 2 村上　雪菜(4) 福島     13.09  2 長谷部瑞季(2) 福島     13.83 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾅ 福島大 ﾊｾﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 信陵中

 3 小原由紀香(3) 岩手     13.13 土田ひなの(2) 福島
ｵﾊﾞﾗ ﾕｷｶ 福島大 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾅﾉ 郡山一中

 4 佐々木海帆(3) 福島     13.68 平子　　幸(3) 福島
ｻｻｷ ﾐﾎ 滝根中 ﾋﾗｺ ﾐﾕｷ 富田中 棄権棄権

棄権棄権
55   224  224

22   227  227

44   226  226

記録／備考記録／備考
33   222  222

No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ

55   229  229

22    29   29

44   116  116

氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33   132  132

第２レース第２レース第２レース

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名

55   225  225
棄権棄権

44   227  227

22   224  224

33   222  222

66   229  229
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

55   226  226

22    29   29

44   116  116

33   132  132
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

女子

100m                100m                

第１レース第１レース第１レース



決勝 4月30日 11:25

風速 +1.6

 1 栗本佳世子 福島     26.07 
ｸﾘﾓﾄ ｶﾖｺ 東邦銀行

 2 鈴木優美香(3) 福島     28.48 
ｽｽﾞｷ ﾕﾐｶ 植木東中

 3 長谷部瑞季(2) 福島     28.92 
ﾊｾﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 信陵中

 4 坂井  　南(3) 福島     29.72 
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 富田中

 5 白江　美桜(3) 福島     31.29 
ｼﾗｴ ﾐｵ 二本松一中
土田ひなの(2) 福島
ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾅﾉ 郡山一中

4   132

女子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   222

3   226

2   223

6   225

5   227
棄権



決勝 4月30日 13:00

 1 鈴木　　涼(3) 福島   2,32.96 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 福島高

 2 白江　美桜(3) 福島   2,51.78 
ｼﾗｴ ﾐｵ 二本松一中

女子

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   228

4   225



決勝 4月30日 13:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  3 福島大学    33 山内　杏珠(3) 　49.98

ﾔﾏｳﾁ ｱﾝｼﾞｭ
  116 村上　雪菜(4)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾅ
   29 小原由紀香(3)

ｵﾊﾞﾗ ﾕｷｶ
   28 今村久美子(3)

ｲﾏﾑﾗ ｸﾐｺ

決勝

女子

4×100mR            



決勝 4月30日 11:30

今村久美子(3) 長野
ｲﾏﾑﾗ ｸﾐｺ 福島大
松橋　舞果(3) 福島
ﾏﾂﾊｼ ﾏｲｶ 福島大
佐々木海帆(3) 福島
ｻｻｷ ﾐﾎ 滝根中

 1.45 1.45OO OO XXXXXX

 1.50 1.50

33 11   229  229

XXXXXX-- OO OO

 1.55 1.55

22 22    32   32

XXOXXO XXXXXX-- -- --
11 33    28   28

1m55 1m601m601m60 備考備考備考1m401m401m40 1m451m451m45 1m50所属名所属名所属名 記録記録記録1m501m50 1m551m55ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名順位順位順位 試技試技試技

女子

走高跳              走高跳              

決勝決勝決勝



決勝 4月30日 10:20

山内　杏珠(3) 岐阜   5.19   5.14   5.05   4.96   4.21    X    5.19 
ﾔﾏｳﾁ ｱﾝｼﾞｭ 福島大   +3.2   +2.3   +3.9   +2.5   +2.3    +3.2

女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1    33



決勝 4月30日 10:00

佐藤深奈美(3) 宮城
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 福島大

女子

砲丸投              

決勝

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

  X

-2- -3- -4- -5- -6- 備考
1 1    31

11.28   X 11.49 11.49   X  11.49 



決勝 4月30日 11:40

菊田久美子(3) 福島
ｷｸﾀ ｸﾐｺ 福島大

-1- 記録

女子

円盤投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

34.55

-2- -3- -4- -5- -6- 備考
1 1    30

  X 35.07 30.55 36.56 32.47  36.56 



決勝 4月30日 10:50

高橋　梨穂(2) 福島
ﾀｶﾊｼ ﾘﾎ 福島大
阿部　由季(3) 福島
ｱﾍﾞ ﾕｷ 福島大

-1- 記録

女子

やり投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

45.58

-2- -3- -4- -5- -6-

39.17

備考
1 2    46

41.18 40.17 43.29 45.58 43.12

 39.17 

 45.58 

2 1    27
35.12 37.60 38.46 37.12 37.90


