
第６２回福島県高等体育大会県南地区予選会 【16072002】 新・タイ記録一覧表
開成山陸上競技場 【73120】
2016/05/13 ～ 2016/05/15

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 5月14日 大会記録 男  100m 決　勝 1 1 10.75 +1.8m/s 関根　響(3) 郡山商(福　島)
2 5月14日 大会記録 男  100m 決　勝 1 2 10.79 +1.8m/s 高橋　亨弥(3) 郡山商(福　島)
3 5月13日 大会記録 男  1500m 決　勝 1 1 3:48.52 遠藤　日向(3) 学法石川(福　島)
4 5月14日 大会記録 男  5000m 決　勝 1 1 14:27.56 遠藤　日向(3) 学法石川(福　島)
5 5月15日 大会記録 男  三段跳 決　勝 1 1 14m28 -0.1m/s 大石田　航希(3) 郡山東(福　島)
6 5月13日 大会記録 男  砲丸投 決　勝 1 1 15m51 佐藤　皓人(2) 日大東北(福　島)
7 5月15日 大会記録 男  円盤投 決　勝 1 1 42m01 佐藤　皓人(2) 日大東北(福　島)
8 5月15日 大会記録 女  走高跳 決　勝 1 1 1m68 鎌田　ほのか(2) 清陵情報(福　島)
9 5月14日～15日 大会記録 女  七種競技  総合 --- --- 1 3772 深谷　早希(3) 白河旭(福　島)

10 5月13日 大会記録 男 高校1年 4X100mR 決　勝 1 1 43.58 日大東北(福　島) 酒井　蒼天(1)
島抜　歩夢(1)
三瓶　茉紘(1)
橋爪　周平(1)



ト ラ ッ ク 審 判 長 菅野靖史
跳 躍 審 判 長 齋藤一郎
投 て き 審 判 長 齋藤一郎
招 集 所 審 判 長 松村賢剛
記 録 主 任 円谷和久

日付 種目

関根　響(3) 10.75 高橋　亨弥(3) 10.79 菅野　皓太(1) 11.14 熊田　康大(3) 11.16 伊藤　嵩晃(3) 11.29 藤田　優斗(2) 11.44
郡山商 GR 郡山商 GR 安積 須賀川 安積 日大東北
高橋　亨弥(3) 22.26 関根　響(3) 22.45 諸橋　希(3) 22.65 高沢　一希(2) 22.84 伊藤　嵩晃(3) 23.07 鈴木　優馬(3) 23.23 熊田　康大(3) 23.31 根本　聖士(3) 23.55
郡山商 郡山商 日大東北 日大東北 安積 あさか開成 須賀川 石川
高沢　一希(2) 49.73 笠間　春希(2) 50.78 鈴木　優馬(3) 51.23 加藤　佑汰(3) 51.46 紫桃　四海(3) 51.91 浦山　朝陽(3) 52.00 佐藤　一希(2) 52.61
日大東北 郡山商 あさか開成 安積黎明 郡山商 あさか開成 郡山
鈴木　顕人(3) 1:57.58 加藤　佑汰(3) 2:00.00 須藤　康太(3) 2:00.37 小川　圭斗(2) 2:00.55 音部　広宣(1) 2:01.36 木村　大智(2) 2:03.48 宮川　裕次郎(3) 2:08.04 大野　陽広(3) 2:12.62
田村 安積黎明 日大東北 学法石川 田村 郡山商 学法石川 安積
遠藤　日向(3) 3:48.52 鈴木　顕人(3) 4:00.90 久納　碧(2) 4:01.33 鈴木　天大(3) 4:03.30 加藤　広之(2) 4:05.93 塩谷　晃仁(3) 4:06.59 音部　広宣(1) 4:07.12 米共田　健司(2) 4:09.59
学法石川 GR 田村 学法石川 帝京安積 学法石川 安積黎明 田村 田村
遠藤　日向(3) 14:27.56 三浦　大和(3) 15:08.57 横田　俊吾(1) 15:09.35 戸澤　綾(3) 15:09.49 塩谷　晃仁(3) 15:43.34 川名　淳平(3) 15:46.87 米共田　健司(2) 15:50.82 遠藤　夏樹　(3) 15:52.19
学法石川 GR 学法石川 学法石川 田村 安積黎明 日大東北 田村 日大東北
岩井　郁也(2) 15.54 佐藤　健太郎(3) 15.57 西村　優作(2) 16.37 長谷川　芳希(3) 16.64 橋本　浩紀(3) 16.69 佐藤　翔吾(2) 17.56 渡邉　乃樹(3) 17.70 宮尾　慶信(2) 19.00
安積 安積 日大東北 日大東北 須賀川桐陽 小野 岩瀬農 白河 DQ,T6
長谷川　芳希(3) 55.59 岩井　郁也(2) 56.17 佐藤　翔吾(2) 57.13 橋本　浩紀(3) 58.23 内山　義生(3) 58.24 西村　優作(2) 58.52 吉田　祐真(2) 59.91 増子　祥季(3) 1:02.10
日大東北 安積 小野 須賀川桐陽 日大東北 日大東北 白河旭 帝京安積
芳賀　宏太郎(2) 9:30.88 鈴木　天大(3) 9:32.06 瀬谷　悠輔(3) 9:32.77 佐藤　克紀(2) 9:37.98 遠藤　拓海(3) 9:50.51 矢部　龍憲(3) 9:54.95 平山　尚人(3) 9:56.90 芳賀　弘康(3) 9:57.24
学法石川 帝京安積 学法石川 田村 学法石川 安積黎明 田村 白河旭
添田　健伸(2) 26:25.12 西間木　柊輔(3) 27:40.60 西山　忠利(3) 27:42.90 安藤　陸(3) 28:01.26 関根　佑(3) 29:08.34 本名　大貴(2) 29:32.24 緑川　大海(1) 29:39.40 円谷　伊吹(2) 30:04.68
須賀川桐陽 白河旭 日大東北 安積 安積黎明 安積 白河 日大東北
郡山商 42.15 白河 43.66 郡山東 43.79 日大東北 44.12 郡山北工 44.50 白河旭 44.52 須賀川 44.79 安積 47.02
根本　和希(3) 鈴木　敦也(3) 桑原　将吾(3) 西村　優作(2) 渡辺　大希(3) 加藤　奨之(3) 森 未来(3) 佐藤　健太郎(3)
関根　響(3) 深津　圭佑(3) 大石田　航希(3) 高沢　一希(2) 平野　滉士(3) 筒井　渓祐(2) 車田　充(2) 髙﨑　祐起(3)
紫桃　四海(3) 金澤　有磨(3) 須藤　悠太(2) 三瓶　茉紘(1) 高橋　周平(3) 片桐　将志(3) 佐藤　輝和(3) 伊藤　嵩晃(3)
高橋　亨弥(3) 宮尾　慶信(2) 根本　洋輔(1) 佐野　大成(3) 村田　良太郎(3) 森　勝治郞(2) 熊田　康大(3) 菅野　皓太(1)
日大東北 3:24.37 郡山商 3:25.60 安積 3:25.61 郡山東 3:25.96 白河 3:31.99 須賀川桐陽 3:34.34 清陵情報 3:35.05
内山　義生(3) 鈴木　樹(2) 岩井　郁也(2) 大石田　航希(3) 鈴木　開斗(2) 石井　大貴(2) 小島原　大地(2)
長谷川　芳希(3) 紫桃　四海(3) 角和　慶人(2) 須藤　悠太(2) 金澤　有磨(3) 舟橋　樹永徳(2) 佐藤　紘太(3)
大江　俊希(1) 木村　大智(2) 伊藤　嵩晃(3) 根本　洋輔(1) 大竹　勇輝(3) 橋本　浩紀(3) 相樂　尚樹(1)
高沢　一希(2) 笠間　春希(2) 坂本　直隆(2) 桑原　将吾(3) 宮尾　慶信(2) 鈴木　智仁(3) 鈴木　雄大(2)
中澤　雄大(1) 8:58.44 大塚　稜介(1) 8:58.87 櫛田　佳希(1) 8:59.24 内生　優斗(1) 9:02.01 井上　大輝(1) 9:25.91 髙橋　優生馬(1) 9:27.44 小針　慶大(1) 9:39.17
学法石川 学法石川 学法石川 田村 安積 田村 白河

三浦　大祐(1) 9:39.17
安積

日大東北 43.58 郡山東 45.11 尚志 46.75 白河旭 47.63 須賀川桐陽 48.16 郡山北工 49.07 白河実 49.52
酒井　蒼天(1) GR 渡邉　信之介(1) 宮﨑　蒼生(1) 大竹　泰智(1) 宮坂 夏樹(1) 山﨑　葵(1) 天野　裕旭(1)
島抜　歩夢(1) 根本　洋輔(1) 柏倉　昂矢(1) 関田　光(1) 小林 亮太(1) 小山　和真(1) 緑川　歩武(1)
三瓶　茉紘(1) 根本　佳汰(1) 近藤　颯太(1) 阿部　宇紘(1) 戸田 健斗(1) 橋本　凌雅(1) 関川　大稀(1)
橋爪　周平(1) 富塚　蓮(1) 添田　史貴(1) 森本　颯太(1) 竹林 功夢(1) 田中　麗央(1) 近藤　一真(1)
鈴木　智成(3) 2m01 相良　龍慈(3) 1m98 石井　潤(3) 1m92 片桐　智樹(3) 1m86 長谷川　芳希(3) 1m86 渡邉　乃樹(3) 1m75 布川　大地(2) 1m75 薄井　成道(1) 1m70
郡山 尚志 白河実 白河実 日大東北 岩瀬農 安積黎明 郡山北工

橋本　馨太(3) 1m70
郡山北工
加藤　奨之(3) 1m70
白河旭

深谷　紘大(3) 4m10 野崎　彬人(3) 4m00 根本　翔汰(2) 3m50 圓谷　堅悟(3) 3m40 根本　凜(2) 3m30 設楽　廉(2) 3m10 大倉　直也(1) 3m00 水野谷　翔太(1) 2m80
白河 白河旭 白河旭 須賀川桐陽 須賀川桐陽 白河実 白河旭 白河実
須藤　悠太(2) 6m71(+0.6) 大石田　航希(3) 6m70(+0.8) 箭内　翔吾(2) 6m70(+0.3) 根本　和希(3) 6m52(+1.8) 添田　紘平(3) 6m45(+0.5) 高橋　周平(3) 6m32(+0.8) 鈴木　樹(2) 6m22(0.0) 森　勝治郞(2) 6m16(+1.7)
郡山東 郡山東 郡山商 郡山商 安積黎明 郡山北工 郡山商 白河旭
大石田　航希(3) 14m28(-0.1) 箭内　翔吾(2) 14m00(+0.5) 高橋　周平(3) 13m40(+0.5) 金澤　篤弥(2) 13m16(-1.4) 根本　和希(3) 13m15(0.0) 添田　紘平(3) 13m03(-0.2) 吉田　人志(2) 12m73(+0.1) 丸山　岳大(3) 12m52(+0.4)
郡山東 GR 郡山商 郡山北工 安積 郡山商 安積黎明 郡山北工 白河旭
佐藤　皓人(2) 15m51 桑原　泰雅(3) 14m10 深津　圭佑(3) 13m00 矢萩　統也(3) 12m04 鈴木　翔(1) 11m59 天野　誓樹(2) 11m55 渡部　拓夢(2) 10m62 志賀　大貴(3) 9m91
日大東北 GR 日大東北 白河 清陵情報 日大東北 帝京安積 白河旭 尚志
佐藤　皓人(2) 42m01 桑原　泰雅(3) 40m13 天野　誓樹(2) 35m83 矢萩　統也(3) 33m99 深津　圭佑(3) 32m12 柳沼　孝充(3) 31m43 佐藤　敏希(1) 29m15 松本　陵汰(2) 28m74
日大東北 GR 日大東北 帝京安積 清陵情報 白河 須賀川桐陽 日大東北 郡山北工
矢萩　統也(3) 39m73 根本　尚紀(3) 36m03 松本　亮太(3) 33m11 鈴木　翔(1) 31m16 渡部　拓夢(2) 26m91 佐藤　敏希(1) 24m18 桑原　泰雅(3) 23m51 古川　礼馬(1) 17m53
清陵情報 白河 白河 日大東北 白河旭 日大東北 日大東北 清陵情報
太田　竜馬(3) 56m56 佐藤　皓人(2) 55m05 鈴木　翔太(2) 54m45 橋本　良太(2) 53m27 水野　悠真(2) 51m67 水戸　洋貴(3) 51m30 村田　良太郎(3) 48m64 古内　勝太(3) 48m28
尚志 日大東北 修明 郡山商 小野 白河 郡山北工 白河旭
金澤　有磨(3) 4706点 坂本　直隆(2) 4291点 森　勝治郞(2) 4118点 前田　祐太朗(2) 3761点
白河 安積 白河旭 白河

男子ﾄﾗｯｸ 日大東北 48点 学法石川 42点 郡山商 41点 安積 32点 田村 19点 安積黎明 14点 須賀川桐陽 12点 帝京安積 8点
男子フィールド 日大東北 35点 白河 22点 郡山東 17点 郡山商 17点 清陵情報 12点 尚志 11点 白河旭 11点 白河実 8点

男子総合 日大東北 83点 郡山商 58点 学法石川 42点 安積 40点 白河 38点 郡山東 24点 白河旭 21点 田村 19点

5位 6位 7位 8位

5月14日
男子100m 
風：+1.8

5月15日
男子200m 
風：+0.7

1位 2位 3位 4位

5月13日 男子400m

5月15日 男子800m

5月13日 男子1500m

5月14日 男子5000m

5月15日
男子110mH 

風：-0.6

5月14日 男子400mH

5月15日 男子4X400mR

5月13日 男子走高跳

5月15日 男子3000msc

5月13日 男子5000mW

5月14日 男子4X100mR

男子円盤投

5月13日 男子ハンマー投

5月14日 男子棒高跳

5月13日 男子走幅跳

5月15日 男子三段跳

12.64(-4.7)-6m07(+2.7)-7m94-55.03

17.21(+0.5)-39m93-1m48-4:52.03

12.51(-4.7)-6m15(+2.6)-8m00-56.29

19.75(+0.5)-38m76-1m60-5:26.49

5月14日 男子やり投

12.20(-4.7)-6m03(+3.6)-10m33-51.83

16.81(+0.5)-36m43-1m75-4:45.76

5月13日
～14日

男子八種競技

対抗得点

5月13日 高校1年男子3000m

5月13日 高校1年男子4X100mR

12.15(-4.7)-5m75(+2.4)-8m71-52.02

17.66(+0.5)-30m21-1m63-4:43.66

5月13日 男子砲丸投

5月15日

第62回福島県高等学校体育大会陸上競技 県南地区予選 決勝記録一覧表
期日：平成28年5月13日（金）～15日（日）
会場：郡山総合運動公園開成山陸上競技場



ト ラ ッ ク 審 判 長 菅野靖史
跳 躍 審 判 長 齋藤一郎
投 て き 審 判 長 齋藤一郎
招 集 所 審 判 長 松村賢剛
記 録 主 任 円谷和久

日付 種目 5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

第62回福島県高等学校体育大会陸上競技 県南地区予選 決勝記録一覧表
期日：平成28年5月13日（金）～15日（日）
会場：郡山総合運動公園開成山陸上競技場

渡邉　綺音(3) 12.10 小柳　実帆(3) 12.15 我妻　紗那子(3) 12.60 堀越　渚(2) 12.68 金澤　佑香(2) 12.77 荒井　彩(3) 12.78 和泉　光咲(2) 13.05
日大東北 郡山東 郡山商 安積黎明 日大東北 白河旭 郡山商
渡邉　綺音(3) 25.33 小柳　実帆(3) 25.44 山内　美樹(3) 25.99 鈴木　南美(3) 26.70 吉田　陽音(3) 26.76 鹿又　菜緒(3) 26.89 荒井　彩(3) 27.01
日大東北 郡山東 あさか開成 郡山商 郡山 安積黎明 白河旭
中村　美宇(2) 57.33 鈴木　南美(3) 59.97 鹿又　菜緒(3) 1:00.05 久我　あゆな(3) 1:00.10 草野　佳奈子(3) 1:00.75 小出　七星(3) 1:00.79 儀藤　梨乃(2) 1:00.87 小野塚　裕香(3) 1:01.78
郡山東 郡山商 安積黎明 尚志 日大東北 白河旭 安積黎明 郡山東
中村　美宇(2) 2:13.64 坂内　美月(3) 2:14.87 水沼　梨香子(1) 2:16.66 久我　あゆな(3) 2:21.22 佐々木　優佳(1) 2:22.08 北郷　美奈(2) 2:22.84 儀藤　梨乃(2) 2:27.34 古川　洋恵(1) 2:27.97
郡山東 田村 学法石川 尚志 学法石川 田村 安積黎明 安積黎明
折笠　有彩(3) 4:38.00 古寺　冴佳(2) 4:38.15 坂内　美月(3) 4:38.61 佐久間　有沙(3) 4:40.90 新後　優希(1) 4:45.39 金澤　舞(2) 4:47.56 矢吹　侑生(1) 4:59.23 中原　侑美(3) 5:02.80
田村 学法石川 田村 田村 学法石川 学法石川 安積黎明 安積黎明
折笠　有彩(3) 9:41.34 古寺　冴佳(2) 9:41.40 佐久間　有沙(3) 9:43.56 根本　実咲(3) 9:51.88 大塚　理央(3) 9:57.68 渡邉　唯(3) 10:06.74 矢吹　侑生(1) 10:39.02 中原　奈美(3) 10:41.36
田村 学法石川 田村 学法石川 学法石川 田村 安積黎明 安積黎明
吉田　晴夏(1) 15.23 堀越　渚(2) 15.30 深谷　早希(3) 15.76 吾妻　菜摘(3) 15.76 我妻　可奈子(3) 16.17 近藤　優花(2) 18.27 橋本　怜奈(3) 19.67
白河旭 安積黎明 白河旭 あさか開成 須賀川桐陽 白河 尚志
北郷　美奈(2) 7:17.53 阿比留　悠奈(2) 7:25.50 緑川　春香(3) 7:31.76 佐久間　菜摘(2) 7:44.46 栁沼　七瀬(2) 7:47.27 三瓶　紗香(2) 7:48.18 堀川　由香里(2) 7:48.71 山本　未来(2) 7:58.51
田村 学法石川 学法石川 田村 郡山東 学法石川 田村 郡山商
我妻　可奈子(3) 1:08.77 伊藤　萌々子(3) 1:09.51 吾妻　菜摘(3) 1:10.98 森　優花(3) 1:15.31 勝田　美和(2) 1:18.45 宮城　汐梨(2) 1:20.24
須賀川桐陽 安積黎明 あさか開成 白河旭 学法石川 郡山商
村上　歌菜(3) 29:01.68 根本　靖子(3) 29:50.69 並木　志帆(3) 30:26.50 熊田　菜月(2) 35:23.78 吉田　沙也加(3) 35:58.83 赤沼　薫(2) 39:43.90
安積黎明 須賀川桐陽 須賀川桐陽 安積黎明 石川 安積黎明
日大東北 49.07 白河旭 50.11 安積黎明 50.65 郡山商 51.17 あさか開成 51.73 安積 51.93 白河 52.15
草野　佳奈子(3) 荒井　彩(3) 伊藤　萌々子(3) 宮城　汐梨(2) 細山　果林(3) 岡田　愛実(2) 菊地　結衣(2)
金澤　佑香(2) 吉田　晴夏(1) 堀越　渚(2) 鈴木　南美(3) 山内　美樹(3) 武田　未希(2) 内山　栞里(2)
江尻　由羅(2) 深谷　早希(3) 儀藤　梨乃(2) 和泉　光咲(2) 吾妻　菜摘(3) 鈴木　菜摘(2) 鈴木　莉奈(3)
渡邉　綺音(3) 小出　七星(3) 鹿又　菜緒(3) 我妻　紗那子(3) 橋本　理菜(2) 高橋　ひかり(1) 松浦　奈々帆(2)
郡山東 4:02.40 安積黎明 4:05.48 郡山商 4:06.57 日大東北 4:06.58 白河旭 4:18.71 須賀川桐陽 4:19.47 学法石川 4:21.10 尚志 4:24.83
小野塚　裕香(3) 儀藤　梨乃(2) 鈴木　琴奈(3) 橋本　志乃(2) 森　優花(3) 渡邉  萌(3) 石川　美優(2) 橋本　怜奈(3)
小柳　実帆(3) 中原　奈美(3) 鈴木　南美(3) 草野　佳奈子(3) 村田　明紗花(2) 藤田　夏美(3) 鈴木　さくら(2) 久我　あゆな(3)
佐治　知未(1) 堀越　渚(2) 宮城　汐梨(2) 渡邉　綺音(3) 小林　優香(3) 我妻　可奈子(3) 高橋　亜実(3) 松本　杏奈(2)
中村　美宇(2) 鹿又　菜緒(3) 和泉　光咲(2) 江尻　由羅(2) 小出　七星(3) 坂爪　美咲(3) 佐々木　優佳(1) 大河内　莉那(1)
郡山東 54.11 あさか開成 54.43 郡山商 55.42 白河旭 56.23 尚志 57.83 須賀川桐陽 58.07 田村 59.30
角田　由樹奈(1) 小柳　実妃(1) 國分　加那(1) 中島　萌花(1) 橋本　みゅう(1) 藤田 陽菜(1) 鎌田　春香(1)
佐治　知未(1) 松本　里紗(1) 草野　晴音(1) 吉田　晴夏(1) 大河内　莉那(1) 小林 明日香(1) 渡邊　花音(1)
有田　知優(1) 小川　優花(1) 遠藤　史菜(1) 鈴木　さくら(1) 佐藤　芙美(1) 佐藤 麻依(1) 渡部　かれん(1)
山田　萌々香(1) 秋山　由樹(1) 伊藤　美咲(1) 大場　すみれ(1) 竹内　美喜(1) 木原 有菜(1) 田中　絵里花(1)
鎌田　ほのか(2) 1m68 小林　優香(3) 1m51 武田　未希(2) 1m48 藤田　菜々(2) 1m48 石塚　未夢(3) 1m45 森　優花(3) 1m40 小林 明日香(1) 1m40
清陵情報 GR 白河旭 安積 白河 郡山商 白河旭 須賀川桐陽

佐々木　綾(2) 1m48
白河旭

添田　唯稀(3) 5m25(+0.6) 熊田　結月(2) 5m16(+0.9) 内山　栞里(2) 4m76(-0.2) 円谷　渚沙(3) 4m76(+0.9) 渡邉　美咲(2) 4m70(-1.5) 中島　萌花(1) 4m45(+1.2) 吉田　陽音(3) 4m43(0.0) 池田　彩花(1) 4m43(0.0)
郡山商 安積黎明 白河 郡山東 須賀川桐陽 白河旭 郡山 郡山北工
熊田　結月(2) 10m62(-0.7) 添田　唯稀(3) 10m59(0.0) 円谷　渚沙(3) 10m29(+1.2) 新保　優理絵(3) 8m64(0.0) 小柳　実妃(1) 8m15(+1.5)
安積黎明 郡山商 郡山東 須賀川 あさか開成
栁沼　翠(3) 12m16 西崎　澪(1) 10m40 大千里　歩美(1) 10m28 今泉　淳沙(2) 9m63 窪田　莉彩(3) 8m84 小林　芽依(2) 7m95 島　帆南(2) 7m84 新田　理乃(2) 7m58
日大東北 日大東北 日大東北 小野 あさか開成 帝京安積 あさか開成 尚志
栁沼　翠(3) 30m44 大千里　歩美(1) 29m92 越後谷　純花(3) 29m24 吉田　陽音(3) 27m33 矢吹　花野(2) 26m66 渡辺　麻理奈(2) 25m41 窪田　莉彩(3) 23m12 小林　芽依(2) 21m84
日大東北 日大東北 清陵情報 郡山 郡山 郡山女大附 あさか開成 帝京安積
鈴木　莉奈(3) 26m66 越後谷　純花(3) 18m48
白河 清陵情報
石塚　未夢(3) 35m31 西崎　澪(1) 32m71 越後谷　純花(3) 30m59 会田　苗(2) 25m96 栁沼　翠(3) 25m84 先崎　奈々子(3) 24m11 鈴木　莉奈(3) 22m89 二瓶　真央(3) 20m69
郡山商 日大東北 清陵情報 尚志 日大東北 須賀川桐陽 白河 須賀川桐陽
深谷　早希(3) 3772点 石塚　未夢(3) 3446点 会田　苗(2) 2886点
白河旭 GR 郡山商 尚志

女子ﾄﾗｯｸ 安積黎明 37点 田村 30点 郡山東 28点 学法石川 26点 日大東北 25点 白河旭 22点 郡山商 20点 須賀川桐陽 18点
女子フィールド 日大東北 33点 清陵情報 14点 郡山商 13点 白河旭 9.5点 白河 6点 安積黎明 5点 郡山 5点 安積 3.5点

女子総合 日大東北 58点 安積黎明 42点 郡山商 38点 白河旭 37.5点 郡山東 31点 田村 30点 学法石川 26点 須賀川桐陽 21点
凡例  GR:大会記録 DQ:失格 T6:(R168-7)ハードルを越えなかった

5月14日
女子100m 
風：+1.9

5月15日
女子200m 
風：+1.0

5月13日 女子400m

5月15日 女子800m

5月13日 女子1500m

5月15日 女子3000m

女子走高跳

5月15日
女子100mH 

風：+1.7

5月14日 女子400mH

5月13日 女子5000mW

女子走幅跳

5月15日 女子三段跳

5月15日 女子砲丸投

5月14日 女子4X100mR

5月15日 女子4X400mR

5月15日

5月14日 女子2000mSC

15.79(+0.8)-1m49-9m88-27.25(+2.7)

4m81(+1.6)-28m04-3:12.04

5月14日
～15日

女子七種競技

5月14日 女子円盤投

5月13日 女子ハンマー投

17.57(+0.8)-1m52-7m92-28.79(+2.7)

4m49(+1.3)-32m39-3:01.02

21.53(+0.8)-1m31-7m43-28.03(+2.7)

4m48(0.0)-23m53-2:45.59

対抗得点

5月13日 高校1年女子4X100mR

5月13日 女子やり投

5月14日


