
第49回東北総合体育大会陸上競技兼第53回東北陸上競技選手権大会兼第107回日本陸上競技選手権大会東北地区予選会 【22501200新・タイ記録一覧表
新青森県総合運動公園陸上競技場 【21020】 出力時刻 2022/08/21 15:36
2022/08/20 ～ 2022/08/21

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 8月21日 大会記録 女  やり投(600g) 決　勝 1 1 52m66 兵藤　秋穂 筑波大学(宮　城)

確定



ト ラ ッ ク 審 判 長 甲田　義人

ス タ ー ト 審 判 長 大川　修司

跳 躍 審 判 長 濱山　克治

投 て き 審 判 長 六角　健太

招 集 所 審 判 長 工藤　剛

記 録 主 任 見付　正樹

日付 種目

青野　朱李(4) 11.72 松本　沙耶子 11.86 岡田　悠(3) 11.98 筑後　なごみ(3) 12.18 阿部　璃音(2) 12.20 金田　萌(1) 12.31 浅野　結(2) 12.32 三浦　夏恋(2) 12.54
山　形・山梨学院大学 宮　城・七十七銀行 山　形・山形大学 岩　手・盛岡第四高校 山　形・山梨学院大学 岩　手・仙台大学 宮　城・常盤木学園高校 秋　田・秋田令和高校
青野　朱李(4) 23.72 松本　沙耶子 24.47 筑後　なごみ(3) 24.82 岡田　悠(3) 24.99 橋本　羽奈(3) 25.09 森　美悠 25.66 名取　優杏(3) 25.95 渡邉　陽菜(2) 26.02
山　形・山梨学院大学 宮　城・七十七銀行 岩　手・盛岡第四高校 山　形・山形大学 福　島・日本大学東北高校 宮　城・七十七銀行 宮　城・常盤木学園高校 秋　田・秋田令和高校
松本　奈菜子 53.72 菅田　理乃(2) 56.41 青木　りん 56.81 中村　美宇 57.47 坂田　一華(1) 58.95 佐々木　優那(2) 1:00.09 小圷　理桜(2) 1:00.34
福　島・東邦銀行 宮　城・東北大学 福　島・東邦銀行 福　島・東邦銀行 青　森・弘前実業高校 秋　田・秋田高校 宮　城・仙台第二高校
山口　光(4) 2:11.51 田中　希歩(3) 2:11.81 中村　美宇 2:13.95 伹木　南桜(3) 2:18.79 荒木　結心(3) 2:19.17 加藤　結(3) 2:20.41 髙橋　知広(3) 2:21.49 佐藤　杏(1) 2:29.17
青　森・順天堂大学 岩　手・盛岡誠桜高校 福　島・東邦銀行 宮　城・東北高校 山　形・川西中学校 山　形・米沢中央高校 岩　手・花巻東高校 秋　田・秋田中央高校
田中　希歩(3) 4:29.80 澤村　里桜菜(2) 4:33.01 新　楓菜(2) 4:33.26 橘山　莉乃(2) 4:33.66 田中　愛友里(2) 4:35.23 小輪瀬　明希(2) 4:38.05 武田　桜(3) 4:39.66 菅野　愛夏(3) 4:43.99
岩　手・盛岡誠桜高校 岩　手・花巻東高校 宮　城・仙台育英学園高校 宮　城・仙台育英学園高校 青　森・八戸学院光星高校 山　形・山形東高校 秋　田・大館国際情報学院高校 山　形・九里学園高校
角舘　音緒(1) 17:25.15 田中　愛友里(2) 17:26.67 木村　優香(3) 17:27.69 佐藤　明日美 17:32.56 鬼柳　礼夢(2) 17:37.45 今村　学実(2) 17:48.36 山﨑　めい(3) 18:07.41 岡部　こころ(3) 18:27.65
岩　手・花巻東高校 青　森・八戸学院光星高校 宮　城・仙台育英学園高校 山　形・酒田市陸上競技協会 岩　手・花巻東高校 福　島・福島高校 宮　城・常盤木学園高校 山　形・酒田南高校
佐藤　裕美 39:47.46
宮　城・宮城陸上競技協会
髙橋　亜珠(3) 13.87 阪　希望(3) 14.24 柏倉　うみ(3) 14.52 小野　ひなた(2) 14.98 佐藤　凛(2) 15.04 吉田　晴夏(4) 15.06 三浦　千佳(1) 15.06 福嶋　唯花(1) 15.28
山　形・山形市立商業高校 山　形・山形大学 山　形・山形中央高校 福　島・磐城桜が丘高校 福　島・いわき光洋高校 福　島・仙台大学 秋　田・秋田中央高校 宮　城・福島大学
柏倉　うみ(3) 59.13 三藤　祐梨子 59.51 阪　希望(3) 1:00.78 上村　未来(3) 1:01.71 千葉　史織(2) 1:02.59 香川　夢花(3) 1:02.66 菊池　奈々子(3) 1:06.13 佐藤　和葉(3) 1:06.84
山　形・山形中央高校 宮　城・七十七銀行 山　形・山形大学 宮　城・福島大学 宮　城・仙台第一高校 福　島・福島大学 青　森・駿河台大学 秋　田・秋田高校
伊藤　芽衣(2) 11:18.06 須田　奈々美(2) 11:45.69 佐々木　菜月(3) 11:51.96 及川　聖奈(2) 12:13.53 堀田　雅織(2) 12:13.96 田村　十萌(2) 12:26.81 薄　ひなの(3) 12:35.87 槇　萌花(3) 12:56.63
山　形・酒田南高校 福　島・会津学鳳高校 岩　手・軽米高校 岩　手・花巻東高校 福　島・安積黎明高校 青　森・三本木農業・恵拓高校 福　島・郡山女子大学附属高校 山　形・山形市立商業高校
片寄　碧(3) 24:26.58 加藤　萌愛(2) 25:11.04 掃部　ひなた(2) 25:41.30 相原　歩果(4) 26:13.70 市川　心菜(2) 26:35.63 芳賀　香菜美(3) 26:55.99 齋藤　風花(3) 27:36.48 淡路　凜(3) 27:50.64
福　島・順天堂大学 岩　手・盛岡第三高校 岩　手・西和賀高校 岩　手・北海道教育大学岩見沢校 福　島・郡山女子大学附属高校 福　島・郡山女子大学附属高校 山　形・上山明新館高校 宮　城・塩釜高校
宮　城・宮城選抜 47.13 岩　手・盛岡第四高校 48.26 福　島・福島選抜 48.48 山　形・山形大学 48.51 岩　手・盛岡南高校 49.88 秋　田・大館鳳鳴高校 51.03 宮　城・常磐木学園高校 55.29
佐々木　明日香 小長根　心桜(1) 小野　ひなた(2) 阪　希望(3) 浅井　小雪(2) 山本　由菜(1) 名取　優杏(3)
三藤　祐梨子 黒川　澪(3) 成田　朱里(2) 岡田　悠(3) 葛西　咲心(2) 山内　暖姫(1) 大槻　ゆめ(2)
森　美悠 佐藤　優空(3) 遠藤　愛唯(3) 原　伶奈(3) 大洞　直生(3) 佐藤　音々(2) 千葉　安珠(1)
白鳥　名花(2) 筑後　なごみ(3) 吉田　晴夏(4) 五十嵐　果鈴(1) 古川　莉子(3) 柴田　春音(2) 浅野　結(2)
宮　城・常磐木学園高校 3:49.08 宮　城・宮城選抜 3:52.54 福　島・福島選抜 3:54.24 岩　手・盛岡市立高校 4:01.18 岩　手・盛岡南高校 4:01.51 青　森・青森選抜 4:04.17 山　形・米沢中央高校 4:07.38 福　島・福島成蹊高校 4:09.42
板橋　瑠花(2) 菅田　理乃(2) 橋本　羽奈(3) 荒木　柚菜(2) 大洞　直生(3) 坂田　一華(1) 加藤　結(3) 樋口　京香(3)
大槻　ゆめ(2) 上村　未来(3) 香川　夢花(3) 大道　美羽(3) 葛西　咲心(2) 葛西　ひらり(3) 横山　結衣(1) 半沢　瑠菜(2)
浅野　結(2) 千葉　史織(2) 遠藤　愛唯(3) 田屋　優夢(3) 浅井　小雪(2) 佐藤　暖(2) 五十嵐　雅華(2) 嶺岸　愛莉(2)
千葉　安珠(1) 小圷　理桜(2) 中村　美宇 田山　綺星(1) 久慈　美咲希(2) 倉本　紗羅(2) 近野　悠楽(2) 蒲倉　さくら(1)
八重樫　澄佳(2) 1m68 井上　綾香 1m65 小原　彩里(3) 1m65 濱田　風香 1m65 斎藤　心音(2) 1m60 渡部　菜々(2) 1m60
岩　手・筑波大学 宮　城・MRC 福　島・会津若松ザベリオ学園高校 *F11 秋　田・横手高校教員 *F10 青　森・弘前実業高校 山　形・鶴岡中央高校 *F10

山根　希乃風(1) 1m60
宮　城・仙台二華高校
三宅　花音(2) 1m60
福　島・日本大学東北高校

石森　杏(2) 3m60 新田　奈菜子(3) 3m60 今井　颯希(1) 3m40 齋藤　珠理(2) 3m40 伊藤　亜美沙(4) 3m40 藤田　夏穂(4) 3m30 大野　花凜(3) 3m20 進藤　綾乃(3) 3m10
青　森・中京大学 岩　手・黒沢尻北高校 *F10 山　形・山形市立商業高校 福　島・中央大学 *F10 青　森・仙台大学 *F10 福　島・東京女子体育大学 青　森・弘前大学 福　島・若松商業高校
大道　空(1) 5m90(+0.6) 三藤　祐梨子 5m79(+0.2) 本田　姫星(2) 5m76(+0.1) 佐々木　明日香 5m75(0.0) 秋葉　日愛(3) 5m65(+0.7) 黒澤　かおり 5m59(-0.8) 泉谷　悠華(3) 5m40(0.0) 佐々木　夢奈(4) 5m38(+0.3)
岩　手・久慈高校 宮　城・七十七銀行 宮　城・仙台大学 宮　城・七十七銀行 山　形・山形中央高校 山　形・山形パナソニック株式会社 青　森・弘前中央高校 福　島・福島大学
黒澤　かおり 12m09(-0.7) 遠藤　奈那(3) 11m61(+0.6) 浅井　小雪(2) 11m59(0.0) 齋藤　愛香(3) 11m55(0.0) 菅原　舞(3) 11m45(-0.2) 中澤　里緒(3) 11m30(-0.4) 小原　彩里(3) 11m12(-0.2) 佐藤　萌夏(2) 10m79(0.0)
山　形・山形パナソニック株式会社 山　形・山形中央高校 岩　手・盛岡南高校 山　形・山形市立商業高校 岩　手・黒沢尻北高校 宮　城・東北高校 福　島・会津若松ザベリオ学園高校 福　島・福島成蹊高校
大千里　歩美(4) 14m11 菊池　聖奈(3) 14m09 田中　杏実(1) 13m54 葛野　朱華(4) 13m01 齋藤　真希(4) 12m90 加藤　杏菜(3) 11m96 佐藤　はるか(4) 11m82 木幡　遥香(2) 11m80
福　島・新潟医療福祉大学 青　森・日本大学 青　森・九州共立大学 青　森・東京女子体育大学 山　形・東京女子体育大学 宮　城・常盤木学園高校 宮　城・仙台大学 福　島・福島大学
齋藤　真希(4) 52m76 菊池　聖奈(3) 44m09 神尾　真帆(3) 41m98 四役　ひかり 40m75 古藤　千穂(3) 39m82 寺崎　真央(2) 39m15 石岡　妃瀬(3) 38m17 氏家　遥香(3) 37m94
山　形・東京女子体育大学 青　森・日本大学 福　島・新潟医療福祉大学 岩　手・順天堂大学 宮　城・仙台一高校 山　形・筑波大学 青　森・鹿屋体育大学 宮　城・利府高校
村上　来花(1) 52m65 佐藤　はるか(4) 45m58 大和田　真菜(4) 42m84 小笠原　彩夏(1) 42m09 藤田　聖憲(3) 38m44 佐藤　遥奈(3) 36m61 鈴木　珊瑚(3) 36m34 東　優希(2) 31m89
青　森・九州共立大学 宮　城・仙台大学 宮　城・東京女子体育大学 岩　手・東京女子体育大学 秋　田・横手高校 福　島・松韻福島高校 青　森・弘前実業高校 青　森・弘前工業高校
兵藤　秋穂 52m66 中野　胡桃 50m09 奈良岡　翠蘭(4) 48m10 山形　智香(3) 47m99 樋口　萌杏(1) 42m52 鈴木　珊瑚(3) 42m40 棚木　麻心(2) 41m67 根本　穂波(3) 41m60
宮　城・筑波大学 GR 福　島・FA-JETS 青　森・日本大学 青　森・中京大学 宮　城・法政大学 青　森・弘前実業高校 宮　城・柴田高校 福　島・日本大学東北高校

女子総合 宮　城 102点 山　形 92点 岩　手 92点 福　島 76点 青　森 57点 秋　田 7点
女子トラック競技 宮　城 63点 岩　手 63点 山　形 62点 福　島 51点 青　森 17点 秋　田 2点

女子フィールド競技 青　森 40点 宮　城 39点 山　形 30点 岩　手 29点 福　島 25点 秋　田 5点
凡例  GR:大会記録 *F10:試技数による *F11:無効試技数による

8月21日 女子やり投(600g)

対抗得点

8月21日 女子砲丸投(4.000kg)

8月20日 女子円盤投(1.000kg)

8月20日 女子ハンマー投(4.000kg)

8月21日 女子棒高跳

8月21日 女子走幅跳

8月20日 女子三段跳

8月21日 女子4×400mR

8月21日 女子走高跳

8月21日 女子3000mSC(0.762m)

8月21日 女子5000mW

8月20日 女子4×100mR

8月20日 女子10000m

8月20日
女子100mH(0.838m) 

風：0.0

8月21日 女子400mH(0.762m)

8月21日 女子800m

8月20日 女子1500m

8月21日 女子5000m

8位

8月20日
女子100m 
風：+0.3

8月21日
女子200m 
風：-1.3

8月20日 女子400m

第49回東北総合体育大会陸上競技兼第53回東北陸上競技選手権大会兼第107回日本陸上競技選手権大会東北地区予選会 【22501200】 
新青森県総合運動公園陸上競技場 【21020】 
2022/08/20 ～ 2022/08/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

確定



ト ラ ッ ク 審 判 長 甲田　義人

ス タ ー ト 審 判 長 大川　修司

跳 躍 審 判 長 濱山　克治

投 て き 審 判 長 六角　健太

招 集 所 審 判 長 工藤　剛

記 録 主 任 見付　正樹

日付 種目

対抗得点 男女総合 宮　城 181.5点 岩　手 177点 山　形 172.5点 福　島 167.5点 青　森 114点 秋　田 54.5点
凡例 

8位

第49回東北総合体育大会陸上競技兼第53回東北陸上競技選手権大会兼第107回日本陸上競技選手権大会東北地区予選会 【22501200】 
新青森県総合運動公園陸上競技場 【21020】 
2022/08/20 ～ 2022/08/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

確定



競 技 名

発 信 者 名

17 時 15 分

時～ 時

連絡場所

ＴＥＬ 携帯電話

女子棒高跳は悪天候のため競技を中断して、明日の10時から競技を再開します。

受信係 点検係（県記録本部で記入） 総務・記録係

本日の競技記録

特　記　事　項

日本新（タイ）記録
大会新（タイ）記録　等

優勝回数、連続回数、
何年ぶり何回目　等

（その他）

本日の国体出場決定
有無

そ の 他
記 録 本 部 へ の
連 絡 事 項

有　　　　　　・　　　　　　無

※　「有」の場合は、様式Ｄを作成し、提出すること。

競 技 終 了 時 刻
〇本日送信終了　　　　　　全競技送信終了 （どちらかに○）

夜 間 連 絡 責 任 者

連絡可能時間

責任者　氏名

（　自宅　・　宿泊先　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

東北総体記録連絡票（様式C）　～1日の送信終了時～
No. 1

令和４年　8　　月　　20　日（第　1　日目）

※用紙サイズ：Ａ４縦

陸上 競　　技

確定



ト ラ ッ ク 審 判 長 甲田　義人

ス タ ー ト 審 判 長 大川　修司

跳 躍 審 判 長 濱山　克治

投 て き 審 判 長 六角　健太

招 集 所 審 判 長 工藤　剛

記 録 主 任 見付　正樹

日付 種目

青野　朱李(4) 11.72 松本　沙耶子 11.86 岡田　悠(3) 11.98 筑後　なごみ(3) 12.18 阿部　璃音(2) 12.20 金田　萌(1) 12.31 浅野　結(2) 12.32 三浦　夏恋(2) 12.54
山　形・山梨学院大学 宮　城・七十七銀行 山　形・山形大学 岩　手・盛岡第四高校 山　形・山梨学院大学 岩　手・仙台大学 宮　城・常盤木学園高校 秋　田・秋田令和高校
松本　奈菜子 53.72 菅田　理乃(2) 56.41 青木　りん 56.81 中村　美宇 57.47 坂田　一華(1) 58.95 佐々木　優那(2) 1:00.09 小圷　理桜(2) 1:00.34
福　島・東邦銀行 宮　城・東北大学 福　島・東邦銀行 福　島・東邦銀行 青　森・弘前実業高校 秋　田・秋田高校 宮　城・仙台第二高校
田中　希歩(3) 4:29.80 澤村　里桜菜(2) 4:33.01 新　楓菜(2) 4:33.26 橘山　莉乃(2) 4:33.66 田中　愛友里(2) 4:35.23 小輪瀬　明希(2) 4:38.05 武田　桜(3) 4:39.66 菅野　愛夏(3) 4:43.99
岩　手・盛岡誠桜高校 岩　手・花巻東高校 宮　城・仙台育英学園高校 宮　城・仙台育英学園高校 青　森・八戸学院光星高校 山　形・山形東高校 秋　田・大館国際情報学院高校 山　形・九里学園高校
佐藤　裕美 39:47.46
宮　城・宮城陸上競技協会
髙橋　亜珠(3) 13.87 阪　希望(3) 14.24 柏倉　うみ(3) 14.52 小野　ひなた(2) 14.98 佐藤　凛(2) 15.04 吉田　晴夏(4) 15.06 三浦　千佳(1) 15.06 福嶋　唯花(1) 15.28
山　形・山形市立商業高校 山　形・山形大学 山　形・山形中央高校 福　島・磐城桜が丘高校 福　島・いわき光洋高校 福　島・仙台大学 秋　田・秋田中央高校 宮　城・福島大学
宮　城・宮城選抜 47.13 岩　手・盛岡第四高校 48.26 福　島・福島選抜 48.48 山　形・山形大学 48.51 岩　手・盛岡南高校 49.88 秋　田・大館鳳鳴高校 51.03 宮　城・常磐木学園高校 55.29
佐々木　明日香 小長根　心桜(1) 小野　ひなた(2) 阪　希望(3) 浅井　小雪(2) 山本　由菜(1) 名取　優杏(3)
三藤　祐梨子 黒川　澪(3) 成田　朱里(2) 岡田　悠(3) 葛西　咲心(2) 山内　暖姫(1) 大槻　ゆめ(2)
森　美悠 佐藤　優空(3) 遠藤　愛唯(3) 原　伶奈(3) 大洞　直生(3) 佐藤　音々(2) 千葉　安珠(1)
白鳥　名花(2) 筑後　なごみ(3) 吉田　晴夏(4) 五十嵐　果鈴(1) 古川　莉子(3) 柴田　春音(2) 浅野　結(2)
黒澤　かおり 12m09(-0.7) 遠藤　奈那(3) 11m61(+0.6) 浅井　小雪(2) 11m59(0.0) 齋藤　愛香(3) 11m55(0.0) 菅原　舞(3) 11m45(-0.2) 中澤　里緒(3) 11m30(-0.4) 小原　彩里(3) 11m12(-0.2) 佐藤　萌夏(2) 10m79(0.0)
山　形・山形パナソニック株式会社 山　形・山形中央高校 岩　手・盛岡南高校 山　形・山形市立商業高校 岩　手・黒沢尻北高校 宮　城・東北高校 福　島・会津若松ザベリオ学園高校 福　島・福島成蹊高校
齋藤　真希(4) 52m76 菊池　聖奈(3) 44m09 神尾　真帆(3) 41m98 四役　ひかり 40m75 古藤　千穂(3) 39m82 寺崎　真央(2) 39m15 石岡　妃瀬(3) 38m17 氏家　遥香(3) 37m94
山　形・東京女子体育大学 青　森・日本大学 福　島・新潟医療福祉大学 岩　手・順天堂大学 宮　城・仙台一高校 山　形・筑波大学 青　森・鹿屋体育大学 宮　城・利府高校
村上　来花(1) 52m65 佐藤　はるか(4) 45m58 大和田　真菜(4) 42m84 小笠原　彩夏(1) 42m09 藤田　聖憲(3) 38m44 佐藤　遥奈(3) 36m61 鈴木　珊瑚(3) 36m34 東　優希(2) 31m89
青　森・九州共立大学 宮　城・仙台大学 宮　城・東京女子体育大学 岩　手・東京女子体育大学 秋　田・横手高校 福　島・松韻福島高校 青　森・弘前実業高校 青　森・弘前工業高校

女子総合１日目 山　形 52点 宮　城 41点 岩　手 34点 福　島 28点 青　森 15点 秋　田 4点
女子トラック競技１日目 山　形 31点 宮　城 29点 福　島 23点 岩　手 22点 青　森 4点 秋　田 2点

女子フィールド競技１日目 山　形 21点 宮　城 12点 岩　手 12点 青　森 11点 福　島 5点 秋　田 2点
凡例 

第49回　東北総合体育大会陸上競技 【22501200】 
新青森県総合運動公園陸上競技場 【21020】 
2022/08/20 ～ 2022/08/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月20日
女子100m 
風：+0.3

8月20日 女子400m

8月20日 女子1500m

8月20日 女子10000m

8月20日
女子100mH(0.838m) 

風：0.0

8月20日 女子4×100mR

8月20日 女子円盤投(1.000kg)

8月20日 女子ハンマー投(4.000kg)

対抗得点

8月20日 女子三段跳

確定


