
記 録 主 任 佐藤　太

日付 種目

箭内　洸斗(1) 12.05 村上　晃太(1) 12.23 遠藤　漣央(1) 12.58 小林　叶(1) 12.59 亀山　幹人(1) 12.68 角田　煌翔(1) 12.68 車田　彪流(1) 12.82 大竹　和真(1) 13.13
船引 郡山第四 富田 大槻 郡山第七 須賀川第二 須賀川第二 白河第二
菊池　聖真(2) 11.74 根本　寛大(2) 11.86 星　友哉(2) 11.88 渡邉　虎雅(2) 12.14 栗田　直樹(2) 12.18 有馬　海斗(2) 12.19 五十嵐　稜汰(2) 12.31 江川　想琉(2) 12.34
矢祭 富田 白河第二 鏡石 郡山第六 大槻 郡山第六 郡山第一
星　友哉(2) 23.78 根本　寛大(2) 24.04 渡邉　虎雅(2) 25.12 村上　晃太(1) 25.35 江川　想琉(2) 25.36 大山　拓真(2) 25.68 大谷　介人(2) 25.73 平井　智明(2) 25.83
白河第二 富田 鏡石 郡山第四 郡山第一 郡山第三 富田 郡山第六
大谷　泰基(2) 55.82 佐々木　諭吉(2) 55.95 飯　亨介(2) 56.24 橋本　陸(2) 57.22 平賀　大貴(2) 57.65 宇内　蒼(1) 59.51 堀川　祥吾(1) 59.67 星　悠李(2) 1:00.64
白河中央 天栄 富田 郡山第七 矢吹 郡山第三 郡山第三 西郷第一
國分　健太(2) 2:07.28 鈴木　一平(2) 2:10.80 平賀　大貴(2) 2:10.87 齋藤　太陽(2) 2:10.95 圓谷　晃生(2) 2:13.55 渡邊　竣(2) 2:17.11 鈴木　奏真(1) 2:17.15 大楽　泰弘(2) 2:24.50
郡山第三 郡山第七 矢吹 郡山第一 天栄 大槻 仁井田 古殿
冠木　大和(1) 4:28.75 齋藤　一筋(1) 4:28.76 添田　祥平(1) 4:29.25 谷中　晴(1) 4:30.10 増子　風希(1) 4:31.82 野﨑　考大(1) 4:32.46 鈴木　奏真(1) 4:34.39 松下　晴省(1) 4:36.24
郡山第七 浅川 玉川泉 郡山第七 富田 石川 仁井田 棚倉
長尾　修弥(2) 9:27.32 國分　健太(2) 9:30.46 佐藤　輝歩(2) 9:34.76 沖野　凌我(2) 9:35.56 吉田　翔眞(1) 9:36.89 松下　竜大(2) 9:46.50 徳力　葵(2) 9:51.26 鈴木　一平(2) 9:52.93
矢吹 郡山第三 天栄 郡山第一 西袋 石川義塾 須賀川第一 郡山第七
佐藤　唯(2) 15.52 市川　蓮(2) 17.92 会田　満(2) 18.57 御代田　友仁(2) 18.89 熊田　海(2) 18.97 富永　照英(2) 19.03 大竹　和真(1) 19.07 酒井　優空(2) 19.36
白河中央 白河中央 ひらた清風 富田 安積第二 須賀川第一 白河第二 安積第二
白河中央 47.71 白河第二 47.82 郡山第六 48.05 富田 48.39 郡山第七 49.13 大槻 49.80 郡山第三 49.86 須賀川第二 50.03
會田　王雅(2) 大竹　和真(1) 北條　太基(2) 御代田　友仁(2) 桑名　優翔(2) 小川　陸(2) 宇内　蒼(1) 角田　煌翔(1)
市川　蓮(2) 齋藤　慧舟(2) 栗田　直樹(2) 坂梨　陽哉(1) 岡部　航(2) 小林　叶(1) 大山　拓真(2) 車田　彪流(1)
大谷　泰基(2) 菊地　孝輔(2) 平井　智明(2) 根本　寛大(2) 香西　遥希(2) 佐藤　照太朗(1) 堀川　祥吾(1) 橋本　祐亮(2)
佐藤　唯(2) 星　友哉(2) 五十嵐　稜汰(2) 遠藤　漣央(1) 橋本　陸(2) 有馬　海斗(2) 國分　健太(2) 庄島　唯人(2)
髙橋　光貴(1) 1m65 北條　亨和(1) 1m45 庄島　唯人(2) 1m45 山口　敦矢(2) 1m40 遠藤　瑛音(1) 1m35 香西　遥希(2) 1m35
白河中央 郡山第六 須賀川第二 富田 白河南 郡山第七
齋藤　慧舟(2) 3m10 岡田　匠ノ介(2) 2m60 市本　安史(1) 2m20 髙橋　慧太(2) 2m00
白河第二 石川 西郷第一 西郷第一
箭内　洸斗(1) 6m15(0.0) 北條　太基(2) 5m63(+0.3) 神田　大和(2) 5m57(+0.9) 吾妻　大耀(2) 5m41(+1.5) 風岡　駿(2) 5m39(+0.7) 村上　隼人(2) 5m29(+1.4) 香西　遥希(2) 5m25(0.0) 関根　悠生(2) 5m22(+0.9)
船引 郡山第六 西郷第一 鏡石 富田 安積第二 郡山第七 石川義塾
齋藤　蒼(2) 9m69 北村　優空(2) 8m65 小林　篤人(2) 8m27 海藤　優心(1) 7m38 髙橋　龍(2) 6m53 草野　翼(1) 6m31 新妻　大希(1) 6m05 須田　響(1) 6m05
富田 大槻 白河中央 富田 行健 泉崎 郡山第五 大槻
菊地　孝輔(2) 1505点 鈴木　研士郎(2) 1186点 橋本　祐亮(2) 978点 穗積　海成(1) 860点 伊東　幹太(2) 691点 鈴木　楓茉(1) 571点 川瀬　詩音(1) 425点 鈴木　晴貴(1) 377点
白河第二 矢吹 須賀川第二 棚倉 富田 西郷第一 西郷第一 安積第二

成田　朱里(1) 12.84 渡辺　妃菜(1) 13.29 石井　怜美(1) 13.32 五十嵐　瑞萌(1) 13.66 佐藤　真悠子(1) 13.69 佐久間　友愛(1) 13.71 佐藤　悠(1) 13.75 福島　夏菜子(1) 14.06
須賀川第一 郡山第七 行健 郡山第七 白河中央 矢吹 郡山第四 白河第二
田中　凜葵(2) 12.77 高橋　優佳(2) 13.27 三高　玲奈(2) 13.34 遠藤　愛唯(2) 13.39 藤田　奈々花(2) 13.40 塩田　葉那(2) 13.43 増子　はる菜(2) 13.48 鈴木　彩心(2) 13.57
郡山第一 富田 郡山第一 郡山第四 富田 白河中央 西田学園 西郷第一
田中　凜葵(2) 26.34 橋本　羽奈(2) 26.48 高橋　優佳(2) 27.63 藤田　奈々花(2) 27.96 穂積　美晴(2) 27.96 増子　はる菜(2) 28.18 上野　遙夏(1) 28.96
郡山第一 郡山第四 富田 富田 白河第二 西田学園 郡山第三
三科　文(2) 2:16.64 岩崎　麻知子(2) 2:24.36 薄　ひなの(2) 2:25.66 小林　夢花(2) 2:26.64 渡邉　七瀬(2) 2:28.86 吉田　桃子(2) 2:32.50 加藤　釉日(2) 2:33.73 武田　侑佳(1) 2:37.03
西郷第一 GR 天栄 大槻 鏡石 仁井田 白河中央 矢吹 大槻
田子　明花莉(1) 4:50.52 黒須　彩理(1) 5:07.44 井澤　裕佳(1) 5:09.02 宗方　萌歌(1) 5:09.22 武田　侑佳(1) 5:12.92 鈴木　美凜彩(1) 5:16.45 風岡　莉乃(1) 5:17.13 栁田　琳花(1) 5:17.55
石川 白河第二 矢吹 天栄 大槻 矢吹 西郷第二 行健
三科　文(2) 4:41.62 真船　こころ(2) 4:49.82 須田　幸彩(2) 4:50.29 佐藤　楓(2) 5:05.04 薄　ひなの(2) 5:06.31 加藤　釉日(2) 5:06.73 西槇　杏莉(2) 5:09.26 橋本　瞳(2) 5:09.43
西郷第一 鏡石 天栄 安積第二 大槻 矢吹 泉崎 西郷第二
菊地　真緒(2) 16.82 西牧　亜実(2) 17.78 八木沼　莉生(2) 17.81 金澤　日南子(1) 18.58 熊田　実桜(2) 18.86 吉田　ひめの(2) 18.93 佐藤　和佳(1) 19.32 天野　美月(2) 23.98
郡山第四 小野 浅川 白河第二 玉川泉 西郷第一 ひらた清風 安積第二
郡山第四 52.78 郡山第七 52.83 白河中央 52.85 富田 53.32 須賀川第一 53.59 郡山第一 54.14 矢吹 55.19 西郷第一 55.60
佐藤　悠(1) 服部　七渚(2) 佐藤　真悠子(1) 高橋　彩葉(1) 樽川　あき(1) 木戸　愛蘭(1) 鈴木　梨音(2) 髙田　奈那(2)
新田　陽菜(2) 五十嵐　瑞萌(1) 吉田　桃子(2) 高橋　優佳(2) 成田　朱里(1) 田中　凜葵(2) 佐久間　友愛(1) 鈴木　彩心(2)
酒井田　梨里(2) 渡辺　妃菜(1) 青木　亜沙美(2) 藤田　奈々花(2) 鈴木　邑唯(2) 酒巻　莉音(2) 永野　詩織(2) 川瀬　真凜(2)
橋本　羽奈(2) 山崎　なる美(2) 塩田　葉那(2) 伊藤　杏(2) 柴田　瞳(1) 三高　玲奈(2) 鈴木　美凜彩(1) 三科　文(2)
佐藤　遥(1) 1m50 三宅　花音(1) 1m40 遠藤　好海(1) 1m35 田中　美幸(2) 1m30 川瀬　真凜(2) 1m30 横澤　凜(2) 1m30 鈴木　真理奈(1) 1m25
郡山第四 郡山第四 大槻 三春 西郷第一 郡山第六 安積第二

大橋　七海(2) 1m35
富田

鈴石　葵(2) 4m70(+2.2) 鈴木　温(1) 4m63(0.0) 佐久間　友愛(1) 4m53(+1.7) 櫛田　千陽(2) 4m46(+1.0) 吉田　ゆり(2) 4m41(+1.0) 蜷川　紫音(2) 4m34(+0.9) 菅野　萌色(2) 4m31(+1.3) 本田　玖妃(1) 4m22(+1.2)
泉崎 公認4m68(+0.1) 白河南 矢吹 船引 玉川泉 行健 郡山第四 郡山第五
服部　美咲(2) 10m53 大内　凜(2) 10m12 木戸　庵(1) 8m10 鈴木　嶺菜(1) 7m91 猪狩　千陽(1) 7m70 冨田　咲弥(2) 7m27 小山　優果(2) 7m25 大平　鈴(2) 7m15
西田学園 郡山第七 石川 ひらた清風 富田 塙 安積第二 安積第二
服部　七渚(2) 1551点 髙田　奈那(2) 1182点 伊藤　杏(2) 1117点 佐藤　琴々南(2) 1104点 永野　詩織(2) 1054点 藤田　瀬奈(2) 1034点 岩谷　春花(2) 1018点 栗原　めい(1) 886点
郡山第七 西郷第一 富田 行健 矢吹 緑ケ丘 西田学園 白河第二

対抗得点 男子総合 富田 68点 白河中央 45点 白河第二 40点 郡山第七 39点 郡山第六 27点 矢吹 25点 郡山第三 25点 西郷第一 23点
対抗得点 女子総合 郡山第四 47点 富田 42.5点 郡山第七 34点 西郷第一 31点 矢吹 29点 郡山第一 25点 大槻 20.5点 天栄 18点
対抗得点 男女総合 富田 110.5点 郡山第七 73点 白河中央 61点 郡山第四 59点 白河第二 58点 西郷第一 54点 矢吹 54点 大槻 42.5点

凡例  GR:大会記録

4位 5位 6位 7位 8位

9月9日
中学1年男子100m

風：+0.7

9月9日
中学2年男子100m

風：+1.3

9月9日
中学共通男子200m

風：+1.2

1位 2位 3位

9月9日 中学共通男子400m

9月9日 中学共通男子800m

9月9日 中学1年男子1500m

9月9日 中学共通男子3000m

9月9日
中学共通男子
110mH(0.914m)

風：+1.0

9月9日 中学共通男子4X100mR

9月9日 中学共通男子走高跳

9月9日 中学共通男子棒高跳

9月9日 中学共通男子走幅跳

9月9日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

17.18(+0.9)-58.70-9m26

9月9日
中学共通男子混成競技(男

子)
17.85(+1.4)-1:00.54-6m05 21.26(+1.4)-1:00.44-7m28 22.21(+1.4)-1:04.26-8m30 22.60(+0.9)-1:06.63-6m91 22.24(+0.9)-1:06.11-4m24 22.86(+1.4)-1:13.45-5m02 23.61(+0.9)-1:19.52-6m02

9月9日
中学1年女子100m

風：+2.7

9月9日
中学2年女子100m

風：+2.6

9月9日
中学共通女子200m

風：+0.5

中学共通女子走高跳

9月9日 中学共通女子800m

9月9日 中学1年女子1500m

9月9日 中学2年女子1500m

9月9日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

17.24(+1.4)-28.85(+1.7)-8m25

9月9日
中学共通女子混成競技(女

子)

9月9日
中学共通女子
100mH(0.762m)

風：+0.6

9月9日 中学共通女子4X100mR

9月9日

21.80(+0.1)-31.08(+1.2)-6m56

平成３０年度　県中・県南中学校新人陸上競技大会　兼　福島県中学校新人陸上競技大会予選会 【0】
開成山陸上競技場 【73120】    2018/09/09 ～ 2018/09/09

17.96(+0.1)-30.38(+1.7)-5m40 19.68(+0.1)-28.88(+1.7)-5m26 19.80(+1.4)-29.67(+1.7)-6m13 19.52(+1.4)-30.61(+1.7)-6m00 19.93(+1.4)-30.92(+1.7)-6m55 20.08(+1.4)-30.18(+1.2)-5m69

9月9日 中学共通女子走幅跳


