
第３５回　市制記念大会　兼　第２５回　市民陸上競技大会　兼　第10回　ジュニア陸上競技クラブ交流大会決勝成績一覧表 （男子）
(土) 審判長 記録主任

会場：能代市営陸上競技場◎・・・大会新　○・・・大会タイ 大村　幸信 大髙　智久

順　位　等 第　　１　　位 第　２　位 第　３　位 第　４　位 第　５　位 第　６　位

競技種目 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録

小学校３年　100m 齊藤　慧晋 ◎16"2 草彅　理天 ○16"3 大高創一郎 16"5 石井　海斗 16"8 成田　　研 17"1 菊地　悠太 17"２ 柴田　　輝 16"3

(+3.5m) 金岡小 太田風の子 渟城南 金岡小 渟城西小 水沢小 第五小 平成１９年

小学校４年　100m 加藤　紘平 15"2 森田　大輝 15"2 田中　竜馬 15"7 佐々木　理 16"0 淡路　響生 16"0 鈴木　重也 16"4 安田　有杜 14"8

(+1.7m) 琴丘小 二ツ井小 追分RC 琴丘小 藤里小 湖北小 追分RC 平成１７年

小学校５年　100m 石田　　夏 14"6 湯本崇太朗 14"6 藤田　祐也 15"2 石上　雄大 15"4 佐藤　諒介 15"5 今野　佳樹 15"9 佐藤達哉 横手平鹿J 13"5　H15

(ｰ2.0m) 秋田ベーシックTC 秋田ベーシックTC GANBA Jr.RC 八森小 能山JAC 渟城西小 安田有杜 追分RC 13"5　H18

小学校６年　100m 佐々木拓斗 13"1 高橋　大河 13"4 田村悠太朗 13"7 小助川和真 13"9 上井　友斗 14"1 小林　洸瑠 14"6 安田　有杜 12"6

(+1.8m) 二ツ井小 向能代小 秋田ベーシックTC 秋田ベーシックTC 太田風の子 GANBA Jr.RC 追分RC 平成１9年

小学校３年 渡辺　大地 3'54"5 越前　翔太 3'58"8 原田　将宏 4'02"2 田村　　翔 4'03"0 岸部　哲也 4'04"5 千葉　雄介 4'05"9 近藤　大貴 3'50"3

１０００ｍ 琴丘小 渟城南 浅内小 二ツ井小 向能代小 向能代小 下岩川小 平成２０年

小学校４年 近藤　大貴 3'34"7 佐藤　太一 3'35"0 小玉　辰弥 3'37"8 渡辺　恭介 3'45"3 笹村　雄斗 3'45"6 中野　弥琴 3'46"1 佐藤　丞 3'32"1

１０００ｍ 下岩川 GANBA　Jr.RC 追分RC 追分RC 能山JAC 水沢小 能代山本JAC 平成１５年

小学校５年 高坂　翔太 3'334"9 佐藤　海斗 3'35"4 田中瑛之介 3'40"6 金谷　勇徳 3'42"7 手塚　宗佑 3'53"3 菊地　栞汰 3'55"4 平川　信敬 3'26"4

１０００ｍ GANBA Jr.RC GANBA　Jr.RC 渟城南 八森小 秋田ベーシックTC 水沢小 向能代 平成１８年

小学校６年 伊藤　佑人 3'14"3 横田　駿介 3'23"0 庄司　一真 3'23"9 阿部　斐斗 3'26"9 戸松　　光 3'27"2 佐藤　洋通 3'35"0 奈良　府哉 3'09"8

１０００ｍ 横手平鹿J 浜口小 GANBA Jr.RC 水沢小 第五小 能山JAC GANBA Jr.RC 平成２０年

湯本崇太朗 秋田ベー 佐藤　一真 岩谷　翔平 高橋　　諒 佐藤　海斗 田中　裕也 太田風 吉田

小学校共通 石田　　夏 シックTC 成田　京平 二ツ井小 檜森　京弥 浜口小 鈴木　明典 横手平鹿J 庄司　一眞 GANBA Jr.RC 倉田　　秀 の子A 相原 56"0

４×１００ｍR 小助川和真 56"2 平川　誉裕 58"9 牧野　颯斗 60"1 佐藤　陸大 1'01"5 高坂　翔矢 1'04"0 浅野　敏希 1'04"7 池端 能代山本JAC

田村悠太朗 佐々木拓人 横田　駿介 伊藤　佑人 小林　洸瑠 中島　海杜 細田 平成１７年

小学校共通 浅野　敏希 １ｍ１９ 千葉　暁登 １ｍ０５ 石井　武文 １ｍ０５ 草彅　天心 １ｍ０５ 近藤卓也 1m31

走高跳 太田風の子６ 能山ＪＡＣ６ 追分RC５ 太田風の子６ 鯉川小 平成１８年

小学校共通 安田　　凌 ４ｍ０８ 中島　海杜 ３ｍ９９ 高橋　　諒 ３ｍ９０ 鈴木　明典 ３ｍ８５ 藤沢　太希 ３ｍ７９ 成田　京平 ３ｍ７６ 堀内　勇輝 4m48

走幅跳 追分RC６ 太田風の子６ 横手平鹿J６ 横手平鹿J 太田風の子５ 二ツ井小６ 第五 平成１２年

中学校共通　　１００ｍ 簾内　勇拳 12"2 茂内　　卓 12"5 田口　博崇 13"1 工藤　大晟 13"3 加藤　央也 13"3 成田　　翔 13"3 保坂　孝裕　JAC-A 11"8　H12

(+2.6m) 二ツ井２ 能山ＪＡＣ２ 二ツ井２ 二ツ井１ 能代東３ 二ツ井２ 田村　悠祐　東雲３ 11"8　H20

中学校共通　　２００ｍ 中川　奎太 24"7 小玉　恭平 25"7 成田　　伸 25"8 佐藤　滉太 26"6 福士　星斗 27"2 池端　将哉 27"2 簾内　翔太 23"9

(+0.8m) 能代東２ 二ツ井２ 東雲３ 峰浜２ 東雲２ 二ツ井２ 二ツ井３ 平成１５年

中学校共通 阿部　聖也 5'00"9 菊地　生馬 5'01"4 渡辺　大州 5'05"8 小沢　龍馬 5'08"4 田中　優喜 5'12"0 高杉　渓汰 5'18"3 田中　　敦 4'26"2

１５００ｍ 峰浜２ 八森２ 八竜１ 峰浜２ 八竜２ 峰浜２ 能代第一３ 平成19年

工藤　大晟 畠山　遼雅 藤田　京佑 福士　星斗 後藤拳太郎 保坂

中学校共通 小玉　恭平 二ツ井 武田康太郎 能代東 佐藤　滉太 峰浜 成田　　伸 東雲 菊地　生馬 八森 山下 47"2

４×１００ｍR 池端　将哉 50"0 藤田　恭輔 51"4 今井宏太朗 53"3 佐々木耕太 53"4 須藤　和樹 59"8 本田 JAC秋田

簾内　勇拳 中川　奎太 阿部　聖也 石井　優介 佐々木　駿 伊藤 平成１２年

中学校共通 佐々木竜生 １ｍ３５ 鈴木　康介 １ｍ２５ 成田　祐一 1m81

走高跳 八竜２ 峰浜１ 能代山本JAC 平成１２年

中学校共通 武田康太郎 ４ｍ９７ 簾内　和史 ４ｍ３３ 牧野　泰成 佐々木　駿 4m22 佐々木裕典 4m13 三浦　　彪 3m80 山下　　諒 5m80

走幅跳 能代東２ 二ツ井１ 八森１ 八竜１ 八竜１ JAC秋田 平成１２年

中学校共通 藤田　京佑 ８ｍ７２ 後藤　成哉 ８ｍ６５ 田村　皐明 ７ｍ９５ 石井　優介 7m69 藤田　純平 6m74 高橋　和希 6m69 鈴木　勝輝 9m79

砲丸投 峰浜２ 峰浜２ 峰浜１ 東雲２ 能代東２ 二ツ井１ 八森２ 平成１８年
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平成21年9月26日

大　会　記　録


