
令和４年5月29日(日)
北上陸上競技場

部門 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 小原　　俊介 11.01 菊池　　麗来 11.36 菊池　　　佑 11.65 小原　　秀人 12.09 千田　　俊介 12.13 瀬戸　　　翼 12.24 大和　　功児 12.26 佐々木孝太郎 12.65

江釣子 +3.8 江釣子 +6.8 口内 +6.8 更木 +3.8 鬼柳 +3.8 口内 +3.8 飯豊 +6.8 鬼柳 +6.8 

４００ｍ 菊地　　拓人 56.83 城内　　　賢  1:01.38 土谷　　賢伸  1:04.92 齋藤　　　光  1:13.47
黒東 飯豊 相去 相去

１５００ｍ 新田　　　慧  4:13.91 菊地　　拓人  4:24.03 高橋　　一樹  7:08.77
黒北 黒東 江釣子

走幅跳 小原　　俊介 6m02 菊池　　麗来 5m69 小原　　秀人 5m51
江釣子 +1.1 江釣子 +3.5 更木 +2.9 

砲丸投 高橋　　　仁   6m60
(7.260kg) 江釣子

２００ｍ 高橋　　裕也 28.64 阿部　　智哉 30.77
藤根 +4.0 飯豊 +4.0 

５０００ｍ 佐藤　　優気 17:59.60
藤根

走幅跳 佐藤　　駿介 3m45
江釣子 +0.2 

砲丸投 佐藤　　駿介   7m41 小原　　健作   7m34
(5.443kg) 江釣子 藤根

２００ｍ 菊地　　　亮 28.05 吉田　　成道 28.43 佐々木　　渉 28.79 馬場　　一輝 32.31
飯豊 +2.5 飯豊 +2.5 江釣子 +2.5 相去 +2.5 

５０００ｍ 菊地　　　亮 16:49.90 八重樫　　栄 18:36.70 高橋　　由樹 19:36.13
飯豊 飯豊 二子

走幅跳 吉田　　成道 4m30 八重樫　　栄 4m19 馬場　　一輝 3m84
飯豊 +2.9 飯豊 +2.1 相去 +3.9 

砲丸投 高橋　　勝昭   8m96 佐藤　　友之   7m90 高橋　　清樹   5m82
(5.443kg) 稲瀬 飯豊 鬼柳

１００ｍ 金田　　真一 12.49 上野　　英行 13.91 高橋　　幸哉 13.97 佐藤　　和弘 14.68 平野　　俊輔 14.88
相去 +4.1 江釣子 +4.1 江釣子 +4.1 飯豊 +4.1 黒西 +4.1 

８００ｍ 高橋　　健治  2:17.53 照井　　政義  2:22.65 篠原　　健司  2:26.14 畠山　　　誠  2:27.41 高橋　　利彦  2:30.58 工藤　　　暁  2:37.14 小原　　太吉  2:38.13 瀧塚　　智宏  2:48.88
相去 鬼柳 黒西 黒東 岩崎 黒北 飯豊 飯豊

走幅跳 金田　　真一 5m45 谷村　　朋哉 4m94 高橋　　幸哉 4m67 高橋　　優介 4m22 勝又　　　悟 4m19 平野　　俊輔 4m13 佐藤　　和弘 4m11 工藤　　　暁 3m98
相去 +4.5 黒西 +4.0 江釣子 +4.1 稲瀬 +5.3 飯豊 +3.2 黒西 +2.2 飯豊 +5.1 黒北 +2.2 

砲丸投 高屋敷　真悟  15m96 高橋　　優介  11m73 谷村　　朋哉  10m86 上野　　英行  10m63 奥山　　拓弥  10m34 杉澤　　優峰   9m34
(4.000kg) 相去 NGR 稲瀬 黒西 江釣子 江釣子 飯豊

１００ｍ 畠山　　竜司 12.63 高橋　　　健 13.32 菅原　　　剛 13.34 高橋　　拓也 13.34 清水　　忠勝 13.61 高橋　　卓也 14.19
相去 +6.2 黒西 +3.0 立花 +6.2 江釣子 +3.0 立花 +3.0 飯豊 +3.0 

８００ｍ 佐藤　　隼人  2:20.36 佐々木　孝仁  2:20.90 清水　　忠勝  2:24.39 石井　　 建一  2:27.12 鈴木　　誠一  2:30.59 高橋　　拓也  2:44.78
黒西 鬼柳 立花 岩崎 立花 江釣子

走幅跳 高橋　　　健 4m98 畠山　　竜司 4m95 高橋　　卓也 3m81
黒西 +2.0 相去 +4.3 飯豊 +4.3 

砲丸投 伊藤　　尚志  10m38 三浦　　和明   9m74 小野寺謙太郎   9m09
(4.000kg) 江釣子 相去 相去

１００ｍ 吉田　　　均 12.46 吉田　　康貴 13.48 昆野　　美継 13.60 黒田　　栄治 13.88 片方　　克朗 14.56 小原　　紀実 14.75 阿部　　修二 15.10 川原　恒太朗 16.66
相去 +0.6 飯豊 +0.6 黒東 +0.6 黒北 +0.6 黒北 +0.6 江釣子 +0.6 相去 +0.6 鬼柳 +0.6 

３０００ｍ 馬場　　博文 10:42.06 斎藤　　武史 11:13.03 小野　　克也 11:46.49 高橋　　健也 11:58.25 及川　　信和 12:17.34 佐々木  順市 13:27.91 川原　恒太朗 14:10.94
黒東 黒北 相去 相去 二子 黒東 鬼柳

走幅跳 吉田　　　均 5m80 加藤　　　大 4m10 松尾　　明信 3m95 阿部　　修二 3m91 高橋　　　聡 3m86 伊藤　　勝彦 3m59 平野　　勝也 2m97
相去 +6.9 黒北 +5.7 黒北 +2.1 相去 +3.5 江釣子 +1.7 飯豊 +5.3 黒西 +6.8 

砲丸投 三田　　桂一  12m33 小笠原　　慎  11m52 松尾　　明信   9m98 小原　　紀実   9m36 高橋　　博美   9m24 高橋　　　誠   8m97 三上　　達也   8m94 斎藤　　武史   8m09
(4.000kg) 黒西 黒東 黒北 江釣子 相去 江釣子 相去 黒北

４×１００ｍ 江釣子 46.01 飯豊 52.71 鬼柳 52.89 黒沢尻西 53.30 相去 55.41
  高橋　　　仁   城内　　　賢   千田　　俊介   高橋　　　健   土谷　　賢伸
  藤原　　稜一   神林　　龍星   佐々木孝太郎   佐藤　　友和   金田　　真一
  菊池　　麗来   大和　　功児   佐々木　孝仁   菅原　　　勝   畠山　　竜司
  小原　　俊介   阿部　　智哉   照井　　政義   平野　　俊輔   吉田　　　均
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凡例（NGR:大会新記録）



令和４年5月29日(日)
北上陸上競技場

部門 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 吉田　　一美 15.02 昆　　　智晴 15.27 津田　　奈朋 15.55 新渡戸　千恵 15.71 佐竹　　実希 15.79 斉藤　　菜月 16.02 児玉　　由美 17.26 柏　　　　梓 19.93

鬼柳 +1.3 相去 +1.3 相去 +3.9 藤根 +3.9 江釣子 +1.3 江釣子 +3.9 黒北 +1.3 黒北 +3.9 

４００ｍ 斉藤　　璃杏  1:14.01 伊藤　白百合  1:14.40 黒田　　　紡  1:17.00 小原　　真紀  1:20.11 柏　　　　梓  1:39.90 及川　　文子  1:47.70 熊谷　とう子  1:55.22
江釣子 相去 黒北 江釣子 黒北 相去 飯豊

１５００ｍ 伊藤　白百合  5:39.95 児玉　　由美  5:44.23 阿部  美由紀  5:57.52 黒田　　　紡  5:58.96 斉藤　　璃杏  6:00.48 新渡戸　千恵  6:13.76 小原　　真紀  6:25.63 高橋　　洋子  6:55.64
相去 黒北 立花 黒北 江釣子 藤根 江釣子 相去

４×１００ｍ 相去  1:03.96 江釣子  1:04.08 黒沢尻北  1:11.14 飯豊  1:24.47
  高橋　　香純   上野　　弘絵   菅原　　佳恵   沢野　　　遥
  津田　　奈朋   佐竹　　実希   及川　　千春   宮野　裕貴菜
  藤原　　未来   斉藤　　璃杏   柏　　　　梓   田村　　星音
  昆　　　智春   小原　　真紀   黒田　　　紡   熊谷　とう子

走幅跳 藤原　　未来 4m18 昆　　　智晴 4m08 佐竹　　実希 3m88 及川　　千春 3m28 菅原　　佳恵 2m63
相去 +1.4 相去 +0.0 江釣子 +4.6 黒北 +5.7 黒北 +0.3 

砲丸投 吉田　　一美   7m78 及川　　千春   6m98 上野　　弘絵   6m85 高橋　美紀子   6m74 菊池　　涼子   6m17 伊藤　　静子   6m13 菅原　　佳恵   5m56 佐藤　　和美   4m66
(4.000kg) 鬼柳 黒北 江釣子 相去 飯豊 江釣子 黒北 相去
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凡例（NGR:大会新記録）


