
レース区分 順位 記録 風速 備考 名前 学年
1 10.99 (-0.9) Q 樋口　泰誠 (4)
3 11.10 (-0.1) Q 岩田　和樹 (4)
8 11.01 (+3.9) 岩田　和樹 (4)
4 11.01 (+4.0) 樋口　泰誠 (4)
3 22.59 (+1.4) Q 金森　瑛 (1)
1 21.87 (+1.8) Q 杉山　響輝 (3)
4 22.59 (+1.7) q 金森　瑛 (1)
1 21.86 (+0.7) Q 杉山　響輝 (3)
2 21.60 (+1.6) 杉山　響輝 (3)
7 22.45 (+1.6) 金森　瑛 (1)
— DNS 高橋　洸成 (2)
— DNS 佐々木　優里 (2)
1 48.89 Q 菊地　翔哉 (2)

決勝 1 48.77 菊地　翔哉 (2)
3 1:59.75 q 及川　拓真 (3)
1 1:58.39 Q 相馬　健佑 (3)
1 1:54.34 相馬　健佑 (3)
7 1:59.84 及川　拓真 (3)
2 4:00.75 相馬　健佑 (3)
13 4:17.63 及川　佑樹 (4)
3 15:01.94 菊地　彬 (2)
22 16:18.25 間宮　義雅 (2)
2 31:55.96 菊地　彬 (2)
9 32:18.72 青木　顕太 (3)
3 15.18 (-0.5) Q 漆原　奏哉 (1)
— DNS (-0.1) 阿部　龍真 (4)

決勝 5 14.66 (+1.8) 漆原　奏哉 (1)
予選 3 56.02 q 小林　舜 (3)
決勝 3 54.92 小林　舜 (3)
決勝 9 10:12.36 青木　顕太 (3)

2 41.61 Q 松本　充広 (3)
2 41.61 Q 樋口　泰誠 (4)
2 41.61 Q 杉山　響輝 (3)
2 41.61 Q 岩田　和樹 (4)
3 41.77 金森　瑛 (1)
3 41.77 樋口　泰誠 (4)
3 41.77 杉山　響輝 (3)
3 41.77 岩田　和樹 (4)
1 3:16.55 Q 小林　舜 (3)
1 3:16.55 Q 高橋　洸成 (2)
1 3:16.55 Q 糸井　澪央 (4)
1 3:16.55 Q 佐々木　優里 (2)
1 3:11.85 菊地　翔哉 (2)
1 3:11.85 高橋　洸成 (2)
1 3:11.85 杉山　響輝 (3)
1 3:11.85 佐々木　優里 (2)

決勝 2 1m95 児玉　綺粋 (4)
決勝 — NM 青田　諒大 (1)

3 6m92 (-0.3) 本田　龍之神 (4)
8 6m50 (+0.6) 佐藤　丈治 (3)
12 6m40 (+1.7) 菊地　慧真 (4)

決勝 4 13m87 (+2.2) 尾形　蒼 (1)
決勝 4 12m32 齋　大輝 (4)

1 39m99 堀籠　温大 (2)
2 39m84 齋　大輝 (4)
4 37m11 東田　貴仁 (4)
1 44m74 後藤　紘紀 (3)
— DNS 佐藤　稜 (3)
1 62m28 小針　颯太 (2)
2 59m94 工藤　璃桜 (4)

男子 十種100m 1 11.59 (+0.0) (734) 三浦　竜輝 (3)
男子 十種走幅跳 6 6m08 (-1.8) (604) 三浦　竜輝 (3)
男子 十種砲丸投 12 8m02 (367) 三浦　竜輝 (3)
男子 十種走高跳 6 1m70 (544) 三浦　竜輝 (3)
男子 十種400m 2 51.93 (728) 三浦　竜輝 (3)

男子 十種110mH 2 15.71 (-0.2) (766) 三浦　竜輝 (3)
男子 十種円盤投 7 25m81 (383) 三浦　竜輝 (3)
男子 十種棒高跳 1 3m80 (562) 三浦　竜輝 (3)
男子 十種やり投 11 33m72 (352) 三浦　竜輝 (3)

男子 十種1500m 6 5:01.76 (550) 三浦　竜輝 (3)
男子 十種競技 5 5,590 三浦　竜輝 (3)
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レース区分 順位 記録 風速 備考 名前 学年

【東北インカレ2022　個人成績】
種目

4 12.72 (-0.5) q 金田　萌 (1)
5 13.29 (-0.4) 伊藤　咲稀 (1)

決勝 6 12.44 (+1.5) 金田　萌 (1)
決勝 4 58.63 相澤　七稀 (3)

2 2:13.78 八幡　紗彩 (4) 仙台大記録更新
7 2:30.79 門脇　くるみ (2)

決勝 5 5:03.07 木戸　彩乃 (2)
決勝 11 5:24.75 上遠野　優月 (2)
決勝 6 19:01.43 木戸　彩乃 (2)
決勝 2 14.26 (+1.3) 及川　優花 (4)

6 66.32 遠藤　彩夏 (3)
8 67.94 芳賀　美咲 (1)
3 48.28 及川　優花 (4)
3 48.28 伊藤　咲稀 (1)
3 48.28 金田　萌 (1)
3 48.28 本田　姫星 (2)
2 3:47.90 本田　姫星 (2)
2 3:47.90 相澤　七稀 (3)
2 3:47.90 金田　萌 (1)
2 3:47.90 八幡　紗彩 (4)
2 3m30 伊藤　亜美沙 (4)
4 2m70 佐藤　葵衣 (2)
— NM 佐々木　綾乃 (3)
1 5m82 (+2.4) 本田　姫星 (2)
4 5m20 (+3.2) 佐藤　叶 (3)

決勝 6 10m64 (+0.9) 藤本　悠巴 (1)
1 12m03 佐藤　はるか (4)
2 11m64 小山　莉紗 (1)
6 10m90 田近　嵯季 (2)
1 39m29 大内　世捺 (2)
2 34m99 安田　友香 (1)
3 34m70 田近　嵯季 (2)
1 49m64 佐藤　はるか (4)
4 39m37 松野　結愛 (1)

決勝 3 41m79 礒　千裕 (3)
1 14.54 (+2.9) (903) 深澤　奈々 (4)
2 15.06 (+2.9) (834) 小野寺　涼 (3)
3 15.99 (+2.9) (715) 鹿柴　杏香 (4)
1 1m53 (655) 小野寺　涼 (3)
2 1m50 (621) 鹿柴　杏香 (4)
3 1m45 (566) 深澤　奈々 (4)
1 8m83 (453) 鹿柴　杏香 (4)
2 8m52 (433) 深澤　奈々 (4)
3 8m22 (414) 小野寺　涼 (3)
1 27.09 (+1.0) (704) 小野寺　涼 (3)
2 27.66 (+1.0) (658) 深澤　奈々 (4)
4 28.27 (+1.0) (610) 鹿柴　杏香 (4)
1 5m09 (+1.8) (584) 深澤　奈々 (4)
3 5m03 (+1.4) (567) 鹿柴　杏香 (4)
4 4m93 (+3.2) (540) 小野寺　涼 (3)
1 32m99 (533) 小野寺　涼 (3)
2 29m76 (472) 鹿柴　杏香 (4)
3 26m08 (403) 深澤　奈々 (4)
1 2:36.48 (614) 鹿柴　杏香 (4)
2 2:37.71 (599) 小野寺　涼 (3)
3 2:38.66 (588) 深澤　奈々 (4)
1 4,279 小野寺　涼 (3)
2 4,135 深澤　奈々 (4)
3 4,052 鹿柴　杏香 (4)
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