
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

大上　直起 10.46 藤澤　瑠唯(2) 10.58 伊藤　輝 10.65 安齋　由一郎(3) 10.71 千田　海人(2) 10.77 沼畑　大(3) 10.77 星　颯人(2) 10.86 守屋　蓮(3) 10.93
岩　手・仙台大学 岩　手・岩手大学 山　形・ミクロン精密株式会社 福　島・福島東高校 岩　手・花巻東高校 10.763 青　森・国際武道大学 10.766 宮　城・仙台第一高校 宮　城・柴田高校
藤澤　瑠唯(2) 20.95 大谷　介人(3) 21.39 大友　樹(3) 21.43 杉山　響輝(3) 21.66 守屋　蓮(3) 21.82 澤田　夏輝 21.90 伊藤　健太郎(3) 21.90 今野　陸 21.98
岩　手・岩手大学 福　島・帝京安積高校 秋　田・秋田令和高校 宮　城・仙台大学 宮　城・柴田高校 福　島・FA-JETS 21.893 山　形・山形学院高校 21.896 山　形・酒田市陸上競技協会
田代　優仁 48.30 髙橋　泰斗(1) 48.32 小沼　史弥(1) 48.93 菊池　拓哉(3) 49.29 後藤　大和(3) 49.39 佐々木　優里(2) 50.17 七戸　理赳(3) 50.26 兵田　桂音(3) 50.45
福　島・東邦銀行 宮　城・仙台大学 青　森・仙台大学 岩　手・東北福祉大学 山　形・米沢中央高校 岩　手・仙台大学 宮　城・仙台第三高校 山　形・酒田西高校
堀内　塁(2) 1:54.74 渡邉　優典(3) 1:54.98 澤田　翔空(3) 1:55.22 鎌田　鋼星(3) 1:55.61 加藤　秀(3) 1:55.82 谷口　尚大 1:57.83 高坂　光希(3) 1:58.64
秋　田・秋田大学 福　島・原町高校 青　森・木造高校 宮　城・仙台大附属明成高校 秋　田・横手清陵学院高校 宮　城・東北大学 青　森・八戸学院光星高校
齋藤　雅英 3:52.67 加藤　秀(3) 3:52.98 石井　智大 3:55.24 齋藤　一筋(2) 3:56.01 長澤　遼(3) 3:56.73 熊谷　修也(3) 3:56.96 小野寺　颯太(3) 3:57.19 新田　裕貴 3:57.71
山　形・エヌ・デーソフトウエア株式会社 秋　田・横手清陵学院高校 福　島・IIIＦ 福　島・学法石川高校 山　形・東海大学山形高校 青　森・青森山田高校 岩　手・花巻東高校 宮　城・石巻市スポーツ協会
荒井　雄哉 14:29.30 中嶋　大飛(3) 14:36.48 朝倉　和眞 14:37.86 渡辺　和博 14:48.02 小笠原　太一 14:50.00 阿部　飛雄馬 14:50.76 大橋　真弥 14:52.11 古舘　優 14:55.29
山　形・山形環境エンジニアリング 岩　手・花巻東高校 宮　城・宮城陸上競技協会 秋　田・秋田陸上競技協会 青　森・八戸陸上競技協会 岩　手・滝沢市陸上競技協会 宮　城・石巻ＲＣ 岩　手・花巻ＡＣ
阿部　飛雄馬 30:49.45 磯　光清(3) 31:08.32 土生　慶人(3) 31:28.12 澤藤　響 31:43.11 千賀　颯太(3) 31:51.19 欠端　陽翔(3) 32:29.00 深澤　陸 32:35.12 大澤　太一 32:51.54
岩　手・滝沢市陸上競技協会 福　島・学法石川高校 宮　城・利府高校 山　形・エヌ・デーソフトウエア株式会社 宮　城・利府高校 岩　手・花巻東高校 秋　田・東京大学大学院 宮　城・TEAMみちのく
今西　亮太(3) 14.24 太細　龍人(4) 14.39 似内　陸斗(1) 14.41 後藤　瑞貴 14.50 小野　和人(3) 14.57 須藤　涼太(4) 14.58 菊池　航志(1) 14.69 滝内　翔太(3) 14.79
福　島・葵高校 宮　城・東北学院大学 岩　手・岩手大学 秋　田・秋田陸上競技協会 福　島・日本体育大学 青　森・大東文化大学 宮　城・福島大学 福　島・いわき光洋高校
山内　大夢 50.80 田代　優仁 51.19 岩渕　颯耶(4) 52.33 後藤　理久(2) 53.52 泉田　虎男(3) 53.75 青木　陽(3) 54.00 小林　舜(3) 54.61
福　島・東邦銀行 福　島・東邦銀行 宮　城・東海大学 山　形・九里学園高校 青　森・流通経済大学 福　島・福島大学 宮　城・仙台大学
浅井　颯(3) 9:17.49 久慈　清太朗 9:22.25 新妻　幹人 9:26.40 伊藤　優真(3) 9:29.10 梅本　柊生(3) 9:29.99 太田　元紀 9:36.03 米澤　龍星 9:41.09 磯邉　凌汰(3) 9:45.19
福　島・帝京安積高校 岩　手・久慈市陸上競技協会 福　島・MAX PROJECT 山　形・東海大学山形高校 山　形・酒田南高校 福　島・水ランRedBlu's 青　森・ＵＡＣＡ 青　森・八戸学院光星高校
山田　康太 21:58.20 宮﨑　綜真(3) 22:00.02 吉田　聖奈(2) 22:04.49 柳川　大地 22:06.62 長　駿吾(2) 22:14.62 守澤　仁太(3) 22:21.12 石川　琢馬(2) 22:40.94 和泉　陽大(3) 22:52.40
山　形・南陽東置賜地区陸上競技協会 山　形・九里学園高校 宮　城・柴田農林川崎高校 宮　城・千葉大学 福　島・会津高校 秋　田・横手高校 秋　田・岩手大学 岩　手・盛岡第四高校
福　島・福島選抜 40.69 宮　城・宮城選抜 41.10 宮　城・仙台育英学園高校 41.29 福　島・FA-JETS 41.49 岩　手・岩手大学 41.52 山　形・仙台大学 42.54 岩　手・北上ＧＡＣ 42.65
今西　亮太(3) 杉山　響輝(3) 日下　秀也(2) 城島　陽樹 伊藤　駿(1) 信夫　龍成(4) 松木　飛龍
齋藤　慧舟(3) 大垣　京也(4) 佐々木　清翔(2) 澤田　夏輝 藤澤　瑠唯(2) 岩田　和樹(4) 佐藤　武瑠
安齋　由一郎(3) 星　颯人(2) 小松　幸暉(3) 山田　晃平 鈴木　智也 菊地　慧真(4) 佐々木　元哉
大谷　介人(3) 矢吹　慶太(1) 桒名　正道(3) 齋藤　茉広 似内　陸斗(1) 樋口　泰誠(4) 佐々木　幹斗
福　島・福島選抜 3:13.33 宮　城・仙台大学 3:13.91 宮　城・宮城選抜 3:14.96 青　森・青森選抜 3:15.91 山　形・九里学園高校 3:16.83 福　島・日本大学東北高校 3:18.27 秋　田・秋田商業高校 3:23.10 岩　手・北上ＧＡＣ 3:28.37
青木　陽(3) 髙橋　泰斗(1) 糸井　澪央(4) 工藤　海翔(1) 後藤　理久(2) 佐藤　唯(3) 三浦　葵(3) 川又　彰人
馬場　優純 高橋　洸成(2) 岩渕　颯耶(4) 成田　湊(2) 土屋　諒馬(3) 箭内　気吹(3) 菅原　颯大(2) 山口　知己
田代　優仁 小林　舜(3) 七戸　理赳(3) 小沼　史弥(1) 髙山　登唯(3) 菊池　聖真(3) 佐々木　琉守(3) 佐々木　元哉
山内　大夢 菊地　翔哉(2) 松本　宏二郎 横澤　優心(1) 紺野　稜真(3) 齋藤　慧舟(3) 原田　航(2) 佐々木　陸
金澤　蒼依(3) 2m00 畑　周(3) 1m95 渡邉　壮大(3) 1m95 中山　侑也(2) 1m95
青　森・弘前大学 *F12 岩　手・葛巻高校 *F12 山　形・山形市立商業高校 *F10 岩　手・新潟医療福祉大学 *F10

工藤　翼(2) 1m95 菊田　亮 1m95
山　形・山形学院高校 *F12 岩　手・盛岡市陸上競技協会 *F10
永井　隆斗(1) 1m95
秋　田・新潟医療福祉大学 *F12
児玉　綺粋(4) 1m95
福　島・仙台大学 *F12

菅野　航太(3) 5m00 海藤　崚二(4) 4m80 細川　颯太(4) 4m80 小泉　宗士(2) 4m60 菊地　悠太(4) 4m60
岩　手・黒沢尻工業高校 山　形・国際武道大学 岩　手・岩手大学 *F10 宮　城・福島大学 福　島・千葉商科大学 *F11

石川　星河(4) 4m80 佐々木　孝行 4m80 佐藤　翔太(2) 4m60
山　形・日本大学 宮　城・佐沼PVC *F10 福　島・城西大学 *F11

工藤　大靖 7m48(+0.2) 土肥　慧(4) 7m39(-1.1) 佐藤　風雅(2) 7m29(0.0) 曲山　純平(2) 7m19(+0.5) 曽我　憲伸 7m04(-0.1) 馬場　優純 7m03(+1.8) 加藤　想大(3) 6m99(+0.7) 高橋　朝陽(3) 6m91(+0.8)
青　森・1st class 秋　田・東海大学北海道 青　森・北海道東海大学 福　島・日本大学東北高校 山　形・ＫＡＣ 福　島・東邦銀行 秋　田・秋田高校 宮　城・仙台高校
柏倉　康平 15m18(+0.3) 千葉　樹 15m05(-0.4) 對馬　勇斗 14m99(0.0) 菊地　祐二 14m94(+0.7) 朝野　景斗(3) 14m72(+0.7) 植野　諒豪(3) 14m70(+1.2) 藤田　憩(3) 14m53(+0.5) 大谷　航平(3) 14m28(-0.2)
山　形・山形市陸上競技協会 宮　城・スタートライン 青　森・紅屋商事 福　島・Xronos 宮　城・白石高等学校 岩　手・法政大学 宮　城・仙台育英学園高校 秋　田・東北大学
夏井　勇輝(4) 16m00 東海林　慎也(3) 14m65 髙橋　竜偉(3) 13m88 高野　涼(4) 13m79 瀬川　康介(4) 13m71 木幡　駿平(3) 13m51 工藤　翔 12m92 藤原　洋 12m88
岩　手・東海大学 山　形・山形中央高校 岩　手・盛岡工業高校 秋　田・明海大学 青　森・八戸学院大学 青　森・大湊高校 青　森・黒石陸上競技協会 秋　田・Team　Astar
安保　建吾 49m11 湯澤　秀太(4) 44m22 神　大貴 44m11 齋　大輝(4) 40m54 増子　友樹 40m30 菊池　亮(3) 40m16 森野　寛之 39m68 菅　鷹也(3) 39m47
秋　田・鹿角市・鹿角郡陸上競技協会 岩　手・流通経済大学 青　森・青森陸上競技協会 宮　城・仙台大学 山　形・酒田市陸上競技協会 青　森・八戸学院大学 福　島・相双陸協 秋　田・湯沢翔北高校
湯澤　秀太(4) 55m36 工藤　翔 51m96 鎌田　優斗(2) 51m53 藤原　洋 51m24 咲間　大輝 50m45 高野　涼(4) 48m95 芳田　大樹(2) 47m64 鈴木　勝輝 45m68
岩　手・流通経済大学 青　森・黒石陸上競技協会 岩　手・流通経済大学 秋　田・Team　Astar 宮　城・MSC 秋　田・明海大学 青　森・国際武道大学 秋　田・秋田市陸上競技協会
工藤　辰郎 67m43 大友　龍成 64m26 宮田　涼 64m24 清野　康介(3) 63m33 岡本　直樹 63m16 金野　延人 62m98 阿部　将平 62m24 谷本　元太郎 59m73
青　森・ブランデュー弘前 宮　城・MSC team.athlete 山　形・山形市役所AC 山　形・山形市立商業高校 秋　田・Team　Astar 宮　城・MSC team.athlete 宮　城・MSC team.athlete 青　森・ＡＴクラブ

男子総合 福　島 91.5点 岩　手 85点 山　形 80.5点 宮　城 79.5点 青　森 57点 秋　田 47.5点
男子トラック競技 福　島 81点 宮　城 58点 岩　手 47点 山　形 45点 秋　田 24点 青　森 18点

男子フィールド競技 青　森 39点 岩　手 38点 山　形 35.5点 秋　田 23.5点 宮　城 21.5点 福　島 10.5点
凡例  *F10:試技数による *F11:無効試技数による *F12:ジャンプオフによる 10.763:1/1000 10.766:1/1000 21.893:1/1000 21.896:1/1000

8月20日 男子ハンマー投(7.260kg)

8月21日 男子やり投(800g)

対抗得点

8月20日 男子三段跳

8月21日 男子砲丸投(7.260kg)

8月20日 男子円盤投(2.000kg)

8月20日 男子棒高跳

8月21日 男子走幅跳

8月21日 男子4×400mR

8月21日 男子走高跳

8月21日 男子3000mSC(0.914m)

8月20日 男子5000mW

8月20日 男子4×100mR

8月20日 男子10000m

8月20日
男子110mH(1.067m) 

風：+0.1

8月21日 男子400mH(0.914m)

8月21日 男子800m

8月20日 男子1500m

8月21日 男子5000m

8位

8月20日
男子100m 
風：-0.1

8月21日
男子200m 
風：-0.4

8月20日 男子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

大上　直起 10.46 藤澤　瑠唯(2) 10.58 伊藤　輝 10.65 安齋　由一郎(3) 10.71 千田　海人(2) 10.77 沼畑　大(3) 10.77 星　颯人(2) 10.86 守屋　蓮(3) 10.93
岩　手・仙台大学 岩　手・岩手大学 山　形・ミクロン精密株式会社 福　島・福島東高校 岩　手・花巻東高校 10.763 青　森・国際武道大学 10.766 宮　城・仙台第一高校 宮　城・柴田高校
田代　優仁 48.30 髙橋　泰斗(1) 48.32 小沼　史弥(1) 48.93 菊池　拓哉(3) 49.29 後藤　大和(3) 49.39 佐々木　優里(2) 50.17 七戸　理赳(3) 50.26 兵田　桂音(3) 50.45
福　島・東邦銀行 宮　城・仙台大学 青　森・仙台大学 岩　手・東北福祉大学 山　形・米沢中央高校 岩　手・仙台大学 宮　城・仙台第三高校 山　形・酒田西高校
齋藤　雅英 3:52.67 加藤　秀(3) 3:52.98 石井　智大 3:55.24 齋藤　一筋(2) 3:56.01 長澤　遼(3) 3:56.73 熊谷　修也(3) 3:56.96 小野寺　颯太(3) 3:57.19 新田　裕貴 3:57.71
山　形・エヌ・デーソフトウエア株式会社 秋　田・横手清陵学院高校 福　島・IIIＦ 福　島・学校法人石川高校 山　形・東海大学山形高校 青　森・青森山田高校 岩　手・花巻東高校 宮　城・石巻市スポーツ協会
阿部　飛雄馬 30:49.45 磯　光清(3) 31:08.32 土生　慶人(3) 31:28.12 澤藤　響 31:43.11 千賀　颯太(3) 31:51.19 欠端　陽翔(3) 32:29.00 深澤　陸 32:35.12 大澤　太一 32:51.54
岩　手・滝沢市陸上競技協会 福　島・学校法人石川高校 宮　城・利府高校 山　形・エヌ・デーソフトウエア株式会社 宮　城・利府高校 岩　手・花巻東高校 秋　田・東京大学大学院 宮　城・TEAMみちのく
今西　亮太(3) 14.24 太細　龍人(4) 14.39 似内　陸斗(1) 14.41 後藤　瑞貴 14.50 小野　和人(3) 14.57 須藤　涼太(4) 14.58 菊池　航志(1) 14.69 滝内　翔太(3) 14.79
福　島・葵高校 宮　城・東北学院大学 岩　手・岩手大学 秋　田・秋田陸上競技協会 福　島・日本体育大学 青　森・大東文化大学 宮　城・福島大学 福　島・いわき光洋高校
山田　康太 21:58.20 宮﨑　綜真(3) 22:00.02 吉田　聖奈(2) 22:04.49 柳川　大地 22:06.62 長　駿吾(2) 22:14.62 守澤　仁太(3) 22:21.12 石川　琢馬(2) 22:40.94 和泉　陽大(3) 22:52.40
山　形・南陽東置賜地区陸上競技協会 山　形・九里学園高校 宮　城・柴田農林川崎高校 宮　城・千葉大学 福　島・会津高校 秋　田・横手高校 秋　田・岩手大学 岩　手・盛岡第四高校
福　島・福島選抜 40.69 宮　城・宮城選抜 41.10 宮　城・仙台育英学園高校 41.29 福　島・FA-JETS 41.49 岩　手・岩手大学 41.52 山　形・仙台大学 42.54 岩　手・北上ＧＡＣ 42.65
今西　亮太(3) 杉山　響輝(3) 日下　秀也(2) 城島　陽樹 伊藤　駿(1) 信夫　龍成(4) 松木　飛龍
齋藤　慧舟(3) 大垣　京也(4) 佐々木　清翔(2) 澤田　夏輝 藤澤　瑠唯(2) 岩田　和樹(4) 佐藤　武瑠
安齋　由一郎(3) 星　颯人(2) 小松　幸暉(3) 山田　晃平 鈴木　智也 菊地　慧真(4) 佐々木　元哉
大谷　介人(3) 矢吹　慶太(1) 桒名　正道(3) 齋藤　茉広 似内　陸斗(1) 樋口　泰誠(4) 佐々木　幹斗
菅野　航太(3) 5m00 海藤　崚二(4) 4m80 細川　颯太(4) 4m80 小泉　宗士(2) 4m60 菊地　悠太(4) 4m60
岩　手・黒沢尻工業高校 山　形・国際武道大学 岩　手・岩手大学 *F10 宮　城・福島大学 福　島・千葉商科大学 *F11

石川　星河(4) 4m80 佐々木　孝行 4m80 佐藤　翔太(2) 4m60
山　形・日本大学 宮　城・佐沼PVC *F10 福　島・城西大学 *F11

柏倉　康平 15m18(+0.3) 千葉　樹 15m05(-0.4) 對馬　勇斗 14m99(0.0) 菊地　祐二 14m94(+0.7) 朝野　景斗(3) 14m72(+0.7) 植野　諒豪(3) 14m70(+1.2) 藤田　憩(3) 14m53(+0.5) 大谷　航平(3) 14m28(-0.2)
山　形・山形市陸上競技協会 宮　城・スタートライン 青　森・紅屋商事 福　島・Xronos 宮　城・白石高等学校 岩　手・法政大学 宮　城・仙台育英学園高校 秋　田・東北大学
安保　建吾 49m11 湯澤　秀太(4) 44m22 神　大貴 44m11 齋　大輝(4) 40m54 増子　友樹 40m30 菊池　亮(3) 40m16 森野　寛之 39m68 菅　鷹也(3) 39m47
秋　田・鹿角市・鹿角郡陸上競技協会 岩　手・流通経済大学 青　森・青森陸上競技協会 宮　城・仙台大学 山　形・酒田市陸上競技協会 青　森・八戸学院大学 福　島・相双陸協 秋　田・湯沢翔北高校
湯澤　秀太(4) 55m36 工藤　翔 51m96 鎌田　優斗(2) 51m53 藤原　洋 51m24 咲間　大輝 50m45 高野　涼(4) 48m95 芳田　大樹(2) 47m64 鈴木　勝輝 45m68
岩　手・流通経済大学 青　森・黒石陸上競技協会 岩　手・流通経済大学 秋　田・Team　Astar 宮　城・MSC 秋　田・明海大学 青　森・国際武道大学 秋　田・秋田市陸上競技協会

男子総合１日目 岩　手 54.5点 宮　城 47.5点 山　形 46点 福　島 43点 青　森 21点 秋　田 19点
男子トラック競技１日目 福　島 40点 宮　城 32点 岩　手 30点 山　形 29点 秋　田 9点 青　森 7点

男子フィールド競技１日目 岩　手 24.5点 山　形 17点 宮　城 15.5点 青　森 14点 秋　田 10点 福　島 3点
凡例  *F10:試技数による *F11:無効試技数による 10.763:1/1000 10.766:1/1000

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
男子100m 
風：-0.1

8月20日 男子400m

8月20日 男子1500m

8月20日 男子4×100mR

8月20日 男子棒高跳

8月20日 男子10000m

8月20日
男子110mH(1.067m) 

風：+0.1

8月20日 男子5000mW

対抗得点

8月20日 男子三段跳

8月20日 男子円盤投(2.000kg)

8月20日 男子ハンマー投(7.260kg)

確定


