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日付 種目

宗像　善大(1) 12.20 馬場　司音(1) 12.25 志賀　拓也(1) 12.64 渡邉　裕也(1) 12.77 熊田　和帆(1) 12.91 加藤　諒馬(1) 13.08 野尻　渉(1) 13.23 高田　春輝(1) 13.49

郡山第五 郡山第三 郡山第五 緑ケ丘 郡山第四 郡山第四 安積 郡山第七

栁沼　来綺(1) 27.33 上遠野　仁宏(1) 27.67 源後　有貴(1) 28.23 遠藤　勇貴(1) 28.42 盛実　眞(1) 28.70 古賀　泰心(1) 28.74 大内　宙良(1) 28.88 乙高　颯斗(1) 28.93

守山 郡山第四 明健 緑ケ丘 緑ケ丘 西田 郡山第七 行健

藤宮　歩(1) 4:26.78 末永　京之介(1) 4:47.70 今泉　賢誠(1) 4:49.47 久納　海(1) 4:49.50 大石　悠人(1) 4:57.00 石垣　澄空(1) 4:57.02 吉田　泰知(1) 5:01.22

大槻 GR 郡山第一 御舘 郡山第二 守山 安積第二 小原田

鈴木　欧介(1) 4:47.70

郡山第七

阿部　寛大(1) 4m86(+1.4) 大和田　凌矢(1) 4m77(+1.2) 齋藤　駿青(1) 4m54(+2.3) 大河原　賛(1) 4m53(+4.9) 大沼　楓真(1) 4m45(+3.8) 國分　優希(1) 4m32(+0.5) 鈴木　塁斗(1) 4m29(+1.0) 亀山　詢(1) 4m24(+2.1)

郡山第四 緑ケ丘 明健 公認4m17(+0.3) 明健 公認4m30(+0.4) 郡山第三 公認4m42(-0.2) 郡山第一 郡山第二 緑ケ丘 公認4m14(-0.2)

富田 49.59 郡山第四 50.13 小原田 50.78 行健 50.97 明健 51.02 大槻 51.34

秋元　連(1) 熊田　和帆(1) 阿部　悠斗(1) 本田　真規(1) 村上　琉聖(1) 栗原　琉希(2)

渡邉　大雅(2) 矢部　崇之(2) 奧村　一翔(2) 鈴木　長秀(2) 田邉　稜真(2) 先崎　直生(2)

柳田　龍青(1) 加藤　諒馬(1) 鈴木　健太郎(1) 乙高　颯斗(1) 佐藤　大斗(1) 影山　和音(1)

星　諄弥(2) 佐野　大我(2) 遠藤　響(2) 深谷　彪雅(2) 新田　大貴(2) 藤宮　歩(1)

安倍　優紀(3) 4:14.27 遠藤　広大(2) 4:30.80 橋本　直弥(3) 4:33.18 橋本　優汰(3) 4:33.74 渡邉　至(3) 4:34.33 伊藤　翔(3) 4:39.19 松本　健汰(2) 4:41.00 横山　英亮(3) 4:41.08

安積第二 明健 小原田 郡山第六 郡山第二 日和田 郡山第三 行健

田中　露衣(2) 11.74 伊里　和輝(2) 11.88 田中　祥介(2) 11.98 石井　源泰(2) 12.12 星　諄弥(2) 12.19 濱田　航(2) 12.22 松岡　駿(2) 12.41 渡邉　伍(2) 12.57

郡山第一 郡山第三 行健 西田 富田 安積第二 郡山第三 郡山第六

松本　充広(3) 11.34 二瓶　陽太(3) 11.51 佐藤　一樹(3) 11.79 志賀　雅樹(3) 12.02 小野　仁成(3) 12.11 國分　凌駆(3) 12.26 澤井　涼夏(3) 12.27 大塚　滉介(3) 12.50

郡山第六 行健 郡山第七 郡山第五 緑ケ丘 郡山第二 安積 安積

石田　健人(3) 22.41 諏訪　航介(3) 23.78 後藤　聡一朗(3) 24.34 鈴木　空也(3) 24.45 遠藤　広貴(3) 24.98 佐原　蓮(3) 25.39 渡邉　大雅(2) 25.57 宮本　玲央(3) 25.79

富田 安積 郡山第五 郡山第七 緑ケ丘 郡山第四 富田 県立聾学校

渡邊　雄斗(3) 52.79 新方　湧大(3) 52.90 柏瀬　優騎(3) 53.37 齋藤　悠太(3) 53.80 蕪木　陽也(2) 54.97 遠藤　敬太(3) 55.11 鈴木　蒼波(2) 56.77 吉田　大雅(2) 58.29

郡山第五 郡山第一 郡山第六 富田 安積 逢瀬 富田 大槻

飛田　晴哉(3) 2:04.58 安住　峻(2) 2:11.51 安達　雅翔(3) 2:13.14 二瓶　大河(2) 2:13.45 佐藤　圭悟(3) 2:13.83 沼倉　流星(3) 2:14.23 首藤　侑佑(2) 2:15.01 篠崎　隼(2) 2:15.42

大槻 郡山第四 行健 守山 明健 安積 安積第二 郡山第一

渡辺　丞(3) 9:40.02 齋藤　弘孝(3) 9:42.35 山口　智也(3) 9:42.40 生田目　惇(2) 9:42.45 加藤　昂大(3) 9:47.88 横山　祐人(3) 9:53.81 前林　愼太朗(3) 9:56.48 渡邉　陽生(3) 9:58.20

郡山第二 郡山第一 守山 郡山第三 明健 明健 大槻 緑ケ丘

滝田　陸(3) 14.99 横田　凌央(3) 15.71 横山　隼平(3) 16.59 島　拓夢(3) 17.61 坪井　勇大(2) 18.73 滝田　陸翔(2) 20.02 伊藤　晴明(2) 21.11

郡山第三 GR 郡山第五 安積 富田 緑ケ丘 郡山第七 郡山第二

富田 45.38 郡山第六 45.66 郡山第五 45.89 郡山第三 46.07 安積 46.13 郡山第一 47.06 行健 47.32 緑ケ丘 47.71

二階堂　涼雅(3) 橋本　優汰(3) 後藤　聡一朗(3) 松岡　駿(2) 大塚　滉介(3) 猪狩　隼(2) 田中　祥介(2) 小野　仁成(3)

齋藤　悠太(3) 松本　充広(3) 高橋　快和(3) 伊里　和輝(2) 諏訪　航介(3) 田中　露衣(2) 遠藤　翼(3) 西條　裕貴(3)

島　拓夢(3) 渡邉　伍(2) 渡邊　雄斗(3) 浦戸　希(3) 澤井　涼夏(3) 武田　七哉(3) 佐藤　祐也(3) 生天目　翔斗(3)

石田　健人(3) 柏瀬　優騎(3) 横田　凌央(3) 滝田　陸(3) 横山　隼平(3) 新方　湧大(3) 二瓶　陽太(3) 遠藤　広貴(3)

溝井　蓮(3) 1m66 鈴木　柊斗(3) 1m55 吉成　壘御(3) 1m55 岩本　健汰(3) 1m55 橋本　一輝(3) 1m45 富塚　智基(3) 1m45

安積 郡山第四 守山 緑ケ丘 三穂田 郡山第二

吉田　樹也(3) 1m45

安積第二

高橋　快和(3) 6m08(+3.6) 西條　裕貴(3) 5m81(+2.5) 田沼　佳祐(2) 5m55(+1.9) 島田　和貴(2) 5m47(+1.8) 髙橋　孝基(3) 5m39(+1.2) 千葉　晋之介(2) 5m21(+2.5) 五十嵐　烈(3) 5m07(+2.2) 宗方　一樹(3) 5m02(+3.6)

郡山第五 公認5m65(+1.7) 緑ケ丘 公認5m80(+1.2) 郡山第七 安積 三穂田 郡山第三 公認5m11(+1.8) 郡山第二 公認4m96(+1.7) 湖南 公認4m97(+2.0)

齋藤　竣(3) 10m10 石井　源土(3) 9m53 栗原　宙夢(3) 8m66 渡邉　佑太(3) 8m56 遠藤　大輔(2) 8m55 横田　凌夏(2) 8m29 有馬　健晴(3) 8m21 長澤  良太(3) 7m92

郡山第一 西田 三穂田 湖南 湖南 郡山第五 二瀬 熱海

宗像　光盛(3) 1974点 小椋　裕斗(3) 1486点 菅野　剛生(2) 1184点

守山 湖南 郡山第三

第５９回郡山市中学校陸上競技大会　兼　第59回福島県中学校体育大会　郡山支部予選大会 【16074004】 
開成山陸上競技場 【73120】 
2016/05/18 ～ 2016/05/19

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

5月19日
中学1年男子100m 

風：+2.3

5月18日
中学1年男子200m 

風：+0.3

5月19日 中学1年男子1500m

5月19日 中学1年男子走幅跳

5月19日 中学1・2年男子4X100mR

5月19日 中学2・3年男子1500m

5月19日
中学2年男子100m 

風：-0.5

5月18日
中学3年男子100m 

風：+1.1

5月19日
中学共通男子200m 

風：+2.4

5月19日 中学共通男子400m

5月19日 中学共通男子800m

5月19日 中学共通男子3000m

5月19日
中学共通男子
110mH(0.914m)

風：+1.8

5月19日 中学共通男子4X100mR

5月18日 中学共通男子走高跳

5月19日 中学共通男子走幅跳

5月19日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

17.79(+1.1)-9m21

1m60-56.82

5月18日 
～19日

中学共通男子四種競技(男
子) 21.49(+1.1)-9m32

1m50-1:00.05

21.15(+1.1)-7m12

1m30-1:01.73
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第５９回郡山市中学校陸上競技大会　兼　第59回福島県中学校体育大会　郡山支部予選大会 【16074004】 
開成山陸上競技場 【73120】 
2016/05/18 ～ 2016/05/19

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

秋田陽奈乃(1) 13.88 根本　悠未(1) 14.00 伊藤　友紀(1) 14.00 降矢　華(1) 14.06 大堀　寧音(1) 14.32 工藤　エバニィ(1) 14.52 遠藤　聖奈(1) 14.52 安藤　美穏(1) 14.59

明健 明健 郡山第一 緑ケ丘 小原田 郡山第五 二瀬 郡山第五

森川　藍李(1) 29.79 五十嵐愛琉(1) 30.10 加藤　杏実(1) 31.01 藤田　桜子(1) 31.20 佐藤　凪(1) 32.23 佐藤　ちひろ(1) 32.25 濵田　唯夏(1) 32.51 郡司　采美(1) 33.03

喜久田 郡山第四 富田 片平 喜久田 大槻 二瀬 郡山第一

橋本　暖亜(1) 5:24.17 成澤　夢叶(1) 5:25.99 古川　真桜(1) 5:29.54 大野　千夏(1) 5:29.97 髙田　梨乃(1) 5:32.11 大内　綾乃(1) 5:33.10 佐竹　ゆうな(1) 5:33.22 益子　和乃花(1) 5:33.25

富田 郡山第七 郡山第五 郡山第二 守山 湖南 富田 郡山第一

福富　汐夏(1) 4m23(-0.9) 栁沼　綺愛羅(1) 3m98(+0.5) 鈴木　桜花(1) 3m96(-0.3) 田村　　紫(1) 3m94(+1.5) 有坂　輝(1) 3m82(0.0) 國分　しえ(1) 3m82(+3.2) 大知里幸恵(1) 3m77(+3.7) 渡邉  芽依(1) 3m73(+2.1)

郡山第一 郡山第二 郡山第七 富田 緑ケ丘 郡山第五 公認3m76(+0.6) 明健 公認3m76(+1.7) 熱海 公認3m61(0.0)

郡山第四 55.24 郡山第六 55.61 明健 55.97 郡山第五 56.11 富田 56.21 郡山第七 56.22 小原田 56.26 郡山第一 57.06

杉山　あいる(1) 大越　鶴子(1) 青野　未空(1) 安藤　美穏(1) 佐藤　美羽(1) 成澤　夢叶(1) 大堀　寧音(1) 伊藤　友紀(1)

伊藤　ゆず葉(2) 池内　陽(2) 秋田陽奈乃(1) 佐藤　亜美(2) 箭内　あずみ(2) 菅野　日向子(2) 鈴木　綾(2) 渡邉　陽菜(2)

菅野　亜虹(2) 伊藤　愛渚(2) 川口ほのか(2) 小池　詩子(2) 星　キララ(1) 鈴木　桜花(1) 岸　花音(1) 福富　汐夏(1)

五十嵐愛琉(1) 田澤　瑠夏(1) 野村　琳花(2) 工藤　エバニィ(1) 阿部　萌々果(2) 渡部　寧音(2) 山口　紗英(2) 渡邉　夏帆(2)

石川　由乃(2) 5:02.58 中村　美衣(3) 5:03.16 佐藤　みなみ(3) 5:05.36 布川　未夏(3) 5:06.47 髙田　萌栞(2) 5:06.55 阿部　萌花(2) 5:13.83 根本　織華(3) 5:14.35 松尾　実結(2) 5:14.56

郡山第三 郡山第一 行健 宮城 守山 大槻 郡山ザベリオ 郡山第一

森合　華鈴(2) 13.13 大槻　朝香(2) 13.23 伊藤　ゆず葉(2) 13.28 岩﨑　美怜(2) 13.47 髙橋　美心(2) 13.57 須藤　澪(2) 13.76 鈴木　若菜(2) 13.77 伊藤　愛渚(2) 13.92

郡山第六 郡山第一 郡山第四 郡山第三 富田 富田 大槻 郡山第六

今川　真希(3) 12.91 渡辺　はるか(3) 13.47 壁谷沢　ひかる(3) 13.49 内田　花鈴(3) 13.66 中畑　心里(3) 13.69 佐藤　瑞季(3) 13.89 三瓶　暖和(3) 13.98 山口　伶奈(3) 14.09

郡山第一 郡山第七 郡山第四 郡山第六 二瀬 郡山第一 郡山第七 日和田

佐藤　悠里(3) 27.16 伊藤　真奈(2) 28.40 吉田　万柚子(3) 28.41 三瓶　和佳奈(3) 28.62 古川　日菜(3) 28.81 渡邉　陽菜(2) 29.37 阿部　萌々果(2) 29.39 箭内　あずみ(2) 29.78

郡山第五 行健 郡山第一 郡山第二 郡山第七 郡山第一 富田 富田

坂上　歩未(3) 2:28.48 鈴木　愛梨(3) 2:35.60 中村　叶琉(3) 2:37.57 江幡　玲花(3) 2:38.38 小池　詩子(2) 2:38.54 渡邉　夏帆(2) 2:39.19 伊藤　帆風(3) 2:39.96 戸田　千里(3) 2:40.74

行健 郡山第七 逢瀬 郡山ザベリオ 郡山第五 郡山第一 富田 明健

大内　星歌(3) 15.96 鈴木　花野(3) 16.43 郡司　真花(3) 17.04 安齋　花菜(3) 17.48 高橋　由莉(2) 18.24 國分　希美(3) 18.25 御代田　晴子(3) 18.38 細川　あいり(1) 19.12

郡山第七 郡山第一 郡山第二 郡山第五 郡山第一 郡山第四 富田 郡山第五

郡山第一 51.66 郡山第七 52.24 郡山第三 52.37 郡山第六 53.42 富田 53.77 郡山第五 54.25 郡山第四 55.13 行健 56.05

鈴木　花野(3) 大内　星歌(3) 岩﨑　美怜(2) 吉田　真唯(3) 御代田　晴子(3) 大山　紗葵(3) 久保　怜来(2) 嶋　幸恵(3)

大槻　朝香(2) 渡辺　はるか(3) 阿比留　憧子(3) 内田　花鈴(3) 須藤　澪(2) 安齋　花菜(3) 壁谷沢　ひかる(3) 伊藤　真奈(2)

吉田　万柚子(3) 古川　日菜(3) 阿久津　瑠那(2) 草野　いづみ(3) 髙橋　美心(2) 佐藤　悠里(3) 國分　希美(3) 田中　朋(2)

今川　真希(3) 野﨑　菜優(3) 川畑　広奈乃(3) 森合　華鈴(2) 伊藤　帆風(3) 角田　有咲(3) 神沼　栞奈(3) 坂上　歩未(3)

神沼　栞奈(3) 1m51 大和田　天空(3) 1m45 渡部　寧音(2) 1m40 川畑　広奈乃(3) 1m40 佐藤　朝美(2) 1m30 古川　彩夏(3) 1m30 小澤　百音(2) 1m25

郡山第四 郡山第六 郡山第七 郡山第三 明健 湖南 郡山第二

鈴木　瑞穂(2) 1m25

郡山第一

阿比留　憧子(3) 5m10(+1.0) 野﨑　菜優(3) 5m04(+1.6) 渡邊　素美麗(2) 4m76(+0.5) 佐藤　瑠奈(2) 4m70(+1.8) 菅野　亜虹(2) 4m54(+1.6) 角田　有咲(3) 4m43(+2.7) 佐藤　優樹(3) 4m06(+3.4) 森岡　紗加(3) 4m04(+2.4)

郡山第三 GR 郡山第七 富田 富田 郡山第四 郡山第五 公認4m36(+1.3) 緑ケ丘 公認3m83(-0.2) 湖南 公認3m91(+0.3)

酒井　リオナ(3) 10m42 千坂　真子(2) 10m03 宗形　翠(3) 8m90 筒井　麻耶(3) 8m58 石井　のどか(1) 8m47 石井　志保(2) 8m25 村上　友麻(3) 8m18 鈴木　千尋(3) 7m93

三穂田 富田 守山 三穂田 西田 富田 御舘 御舘

吉川　香凜(3) 1552点 森岡　奈由葵(3) 1497点 村上　明愛(3) 1485点 佐藤　光姫(3) 1405点 赤沼  優希(2) 1391点 伊東　実留(2) 1247点 鈴木　陽菜多(3) 1232点

行健 安積 郡山第六 西田 熱海 富田 守山

凡例  GR:大会記録

5月19日
中学1年女子100m 

風：+2.7

5月18日
中学1年女子200m 

風：+1.6

5月19日 中学1年女子1500m

5月18日 中学1年女子走幅跳

5月19日 中学1・2年女子4X100mR

5月19日 中学2・3年女子1500m

5月19日
中学2年女子100m 

風：+3.0

5月18日
中学3年女子100m 

風：+2.2

5月19日
中学共通女子200m 

風：+1.0

5月19日 中学共通女子800m

5月19日
中学共通女子
100mH(0.762m)

風：+1.6

5月19日 中学共通女子4X100mR

5月19日 中学共通女子走高跳

5月18日 中学共通女子走幅跳

5月18日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

19.99(+1.3)-1m30

7m54-30.18(0.0)

5月18日 
～19日

中学共通女子四種競技(女
子) 19.15(+1.3)-1m20

6m94-30.06(0.0)

19.29(+1.3)-1m25

5m70-29.60(0.0)

18.91(+1.3)-1m20

6m38-31.24(0.0)

20.44(+1.3)-1m25

6m40-30.21(0.0)

20.29(+1.3)-1m20

6m63-32.10(0.0)

21.22(+1.3)-1m20

6m29-30.90(0.0)


