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第41回東北総合体育大会　兼第45回東北陸上競技選手権大会 2014年8月30日(土)～31日(日)

兼 第99回日本陸上競技選手権大会東北地区予選会 決勝一覧表
福島陸上競技協会

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

女子 8/30 １００ｍ 渡辺　真弓 11.67 山下　愛美 11.83 村山　詩織 11.98 同順：伴野　里緒 11.98 佐藤　愛 12.13 芳賀　珠純 12.27 熊谷　晴菜 12.37
福島･東邦銀行 +1.9 青森･福島大 +1.9 山形･九里学園高 +1.9 宮城･七十七銀行 +1.9 秋田･岩手大 +1.9 秋田･大館桂高 +1.9 岩手･岩手大 +1.9 

女子 8/31 ２００ｍ 渡辺　真弓 24.25 佐藤　日奈子 24.30 千葉　麻美 24.39 村山　詩織 24.68 武石　この実 25.13 田村　友紀 25.24 石河　遥香 25.32
福島･東邦銀行 -0.1 山形･酒田南高 -0.1 福島･東邦銀行 -0.1 山形･九里学園高 -0.1 福島･東邦銀行 -0.1 岩手･盛岡市役所 -0.1 山形･九里学園高 -0.1 

女子 8/30 ４００ｍ 千葉　麻美 54.91 青木　沙弥佳 55.65 武石　この実 56.25 秋元　文子 58.21 佐貫　有彩 58.54 蝦名　遙 58.93
福島･東邦銀行 福島･東邦銀行 福島･東邦銀行 青森･弘前大 秋田･本荘高 青森･弘前実業高

女子 8/31 ８００ｍ 小野　莉奈  2:11.07 鈴木　菜々  2:16.08 三浦　万歩  2:17.00 饒村　里緒  2:17.52 遠藤　優梨  2:18.00 中村　美宇  2:18.68 木村　美砂  2:19.25 尾関　真衣  2:20.18
山形･福島大 山形･九里学園高 山形･酒田東高 宮城･東北福祉大 秋田･秋田中央高 福島･郡山一中 青森･八戸学院大 福島･福島西高

女子 8/30 １５００ｍ 鈴木　菜々  4:33.00 菅野　鈴菜  4:34.56 遠藤　柚奈  4:35.01 髙橋　優菜  4:36.96 星　日南子  4:38.79 佐々木　悠紗  4:38.96 岡本　沙帆  4:43.00 今　さつき  4:46.21
山形･九里学園高 福島･福島東高 山形･山形城北高 岩手･盛岡四高 福島･会津学鳳高 秋田･湯沢翔北高 青森･弘前大 宮城･常盤木学園高

女子 8/31 ５０００ｍ 田中　幸 16:44.47 出口　園子 16:51.82 小林　文香 17:09.16 星野　あす香 17:27.75 岡本　沙帆 17:30.22 髙橋　莉菜 18:06.14 澤田　奈々 18:10.49 柿沼　美羽 18:10.91
山形･ｽﾎﾟｰﾂ山形21 宮城･東北福祉大 山形･東北福祉大 山形･山形城北高 青森･弘前大 岩手･花巻東高 福島･いわき秀英高 福島･福島西高

女子 8/30 １００００ｍ 田中　幸 34:58.65 五十嵐　悠 36:16.47 松栄　モモ子 36:49.03 菊池　千里 37:39.26 横山　明日香 38:32.47
山形･ｽﾎﾟｰﾂ山形21 山形･日新製薬 宮城･東北福祉大 宮城･東北福祉大 宮城･東北学院大

女子 8/30 １００ｍＨ 佐々木　天 13.92 伊藤　彩 14.02 浅井　智佐 14.41 吉田　菜穂 14.45 河田　萌 14.46 根木　真理子 14.54 天野　美穂 14.61 岩堀　有紗 14.66

(0.840m) 岩手･盛岡一高 +2.5 福島･福島大 +2.5 山形･山形大 +2.5 山形･九里学園高 +2.5 秋田･流通経済大 +2.5 山形･九里学園高 +2.5 福島･白河旭高 +2.5 宮城･東北高校 +2.5 

女子 8/31 ４００ｍＨ 青木　沙弥佳 58.89 吉田　真希子  1:00.41 保坂　真衣子  1:00.51 齋藤　衿香  1:00.90 竹越　莉紗子  1:03.25 新田　真未  1:03.66 伊藤　愛海  1:03.76 田中　佳奈子  1:04.92

(0.762m) 福島･東邦銀行 福島･東邦銀行 宮城･七十七銀行 福島･福島大 青森･日本女子体育大 岩手･岩手大 秋田･秋田中央高 秋田･秋田北高

女子 8/31 ５０００ｍＷ 熊谷　菜美 23:59.52 安達　桂子 24:29.38 照井　貴子 25:27.16 川原　愛香 26:15.85 吉田　蛍夏 26:25.77 高野　美咲 26:42.12 阿部　里歩 26:50.39 佐藤　ほのか 27:42.68
岩手･盛岡一高 山形･KAC 岩手･盛岡二高教 宮城･利府高 岩手･岩手陸協 福島･福島大 宮城･常盤木学園高 福島･帝京安積高

女子 8/30 ４×１００ｍ 福島県選抜 45.74 七十七銀行 46.82 九里学園高 47.05 青森県選抜 48.39 会津学鳳高 48.57 東北高 49.82 東海大山形高 50.29 大曲農高 51.84

  野中　柚紀   保坂　真衣子   髙橋　かおり   福士　紗恵   小杉　恵理   細田　彩佳   菅原　明   照井　ことみ

  千葉　麻美   伴野　里緒   村山　詩織   高橋　直子   物江　来夢   早川　紗南   木伏　有希   佐々木　茜

  青木　沙弥佳   山田　舞   石河　遥香   栁澤　萌生   太田　真紀   伊藤　柚花   遠藤　涼乃   雲然　光希

  渡辺　真弓   倉澤　理絵   菊地　葵   加藤　愛美   玉木　七果   岩堀　有紗   下西　紗里奈   伊藤　佳菜

女子 8/31 ４×４００ｍ 福島県選抜  3:39.51 七十七銀行  3:43.59 青森県選抜  3:49.25 九里学園高  3:50.96 岩手県選抜  3:54.96 酒田南高  3:57.40 会津学鳳高  3:57.90 秋田北高  4:00.56

  吉田　真希子 NGR   佐藤　朝香   秋元　文子   根木　真理子   新田　真未   池田　実生   小杉　恵理   原田　みなみ

  青木　沙弥佳   伴野　里緒   佐々木　結乃   石河　遥香   大坂　汐里   若松　涼   玉木　七果   内山　杏南

  千葉　麻美   倉澤　理絵   竹越　莉紗子   吉田　菜穂   佐々木　天   上野　文歌   花見　綾香   伊藤　菜々子

  武石　この実   保坂　真衣子   蝦名　遙   村山　詩織   川﨑　志穂美   今井　捺稚   物江　来夢   田中　佳奈子

女子 8/30 走高跳 石岡　柚季(2) 1m74 佐々木　海帆(3) 1m60 阿部　奈生(4) 1m60 同順：若月　未来(3 1m60 橋本　朋実(3) 1m60 同順：庄司　葵(2) 1m60 須々田　佳穂 1m55 同順：渡会　倫実(2 1m55
宮城･東北高 福島･磐城桜が丘高 山形･東北福祉大 山形･仙台大 福島･清陵情報高 宮城･仙台三桜高 青森･弘前実業高 秋田･横手城南高

女子 8/31 棒高跳 山村　奈津美 3m10 奥玉　南 2m90 黒澤　実祥 2m90 愛知　薫子 2m80 同順：志賀　麻理亜 2m80 吉田　彰子 2m80 永井　湖子 2m80 丸山　千帆 2m50
山形･山形商高 岩手･日本女子体育大 山形･国武大 秋田･筑波大 宮城･仙台大 宮城･仙台大 秋田･能代松陽高 山形･庄内総合高

女子 8/31 走幅跳 五十嵐　麻央 6m15 名久井　うらら 5m68 髙橋　かおり 5m66 山縣　彩瑛 5m61 木村　綾花 5m54 高橋　英里 5m52 坂下　薫乃 5m52 下田　美穂 5m51
福島･福島大 -0.3 青森･大湊高 -0.1 山形･九里学園高 +0.1 宮城･青山学院大 +1.2 青森･弘前大  0.0 秋田･福島大 +1.7 福島･福島成蹊高 +0.2 秋田･秋田和洋女子高 +1.8 

女子 8/30 三段跳 吉田　文代 12m60 遠藤　園子 12m33 佐藤　友香 11m94 武田　千尋 11m14 神居　雛 11m01 斉藤　晴菜 10m96 渡邊　朝美 10m95 佐々木　海帆 10m82
福島･郡山女子大付高AC +0.6 宮城･宮城陸協 +1.2 青森･空工房 +1.7 山形･山形TFC +1.3 山形･米沢中央高 +1.7 岩手･北上翔南高 +1.8 宮城･東北大 +1.2 福島･磐城桜が丘高 +2.6 

女子 8/31 砲丸投 成毛　真理  12m83 安齋　れんか  12m40 武田　佳澄  12m18 加藤　由希子  11m98 畠山　和紀  11m94 畑中　里子  11m70 工藤　美穂  11m65 木村　瑞菜  11m28

(4.000kg) 宮城･東京女子体育大 山形･山形商高 宮城･仙台大 宮城･仙台大 岩手･盛岡農高 青森･仙台大 青森･仙台大 青森･黒石商業高

女子 8/30 円盤投 矢作　莉奈  45m31 平　愛美  41m65 馬上　愛未  39m74 佐藤　瑞樹  37m57 土屋　明日香  37m33 宮崎　古都  34m48 高橋　麻里奈  34m36 髙橋　郁帆  33m20
(1.000kg) 山形･国士舘大 宮城･クレーマージャパン 福島･平工高 秋田･東京女子体育大 福島･葵高 宮城･仙台三高 青森･弘前大 秋田･大曲農高

女子 8/30 ハンマー投 佐藤　若菜  57m11 佐藤　真央  50m12 田原　智仁  47m75 小舘　充華  36m90 蘇武　彩織  34m30 青木　純子  33m13 藤井　ゆか  32m98 新岡　星亜  32m12
(4.000kg) 福島･東邦銀行 NGR 福島･国士舘大 秋田･花輪高 秋田･花輪高 宮城･新潟大 山形･山形TFC 宮城･古川黎明高 青森･弘前実業高

女子 8/31 やり投 延味　由起  48m13 荒　裕子  45m75 高橋　奈津子  43m74 大崎　捺生  43m00 清藤　孝恵  41m57 渡部　里菜  41m40 新岡　星亜  41m24 工藤　和加  40m99
(0.600kg) 宮城･宮城教員クラブ 福島･福島大 宮城･仙台三高 宮城･仙台大 青森･弘前市立南中学校職員 福島･安積黎明高 青森･弘前実業高 青森･五所川原消防

女子 8/31 ３０００ｍＳＣ 工藤　レイラ 11:05.25 鈴木　美咲 11:40.16
(762mm) 宮城･東北福祉大 宮城･東北福祉大

凡例（NGR: 大会新記録）




