
ト ラ ッ ク 審 判 長 松村　賢剛

跳 躍 審 判 長 齋藤　一郎

投 て き 審 判 長 齋藤　一郎

混 成 審 判 長 松村　賢剛

招 集 所 審 判 長 石川　進一

記 録 主 任 円谷　和久

日付 種目

髙野　快(1) 11.99 小室　旬悟(1) 12.04 鈴木　康太(1) 12.05 大石田　青空(1) 12.30 田原　賢太(1) 12.33 安齋　智稀(1) 12.51 海藤　侑吾(1) 12.52 岩谷　奏(1) 12.56

南相馬市立原町第一中 白河市立白河第二中 棚倉町立棚倉中 三春町立三春中 南相馬市立原町第二中 鏡石町立鏡石中 鏡石町立鏡石中 白河市立白河中央中

村上　晃太(2) 12.04 八巻　勇仁(2) 12.21 蛭田　大駕(2) 12.23 根本　悠矢(2) 12.30 鴨　青波(2) 12.34 油座　朋永(2) 12.46 菅野　凌平(2) 12.49 渡辺　裕斗(2) 12.50

郡山市立郡山第四中 福島市立福島第四中 福島市立福島第一中 いわき市立内郷第一中 福島市立福島第一中 いわき市立植田中 いわき市立泉中 福島市立福島第二中

新妻　拓巳(3) 11.51 佐藤　武蔵(3) 11.54 寳　将太(3) 11.60 根本　寛大(3) 11.72 今西　亮太(3) 11.76 吉留　巧(3) 11.79 齋藤　慧舟(3) 11.89 五十嵐　稜汰(3) 11.97

いわき市立平第一中 会津若松市立第四中 南相馬市立原町第二中 郡山市立富田中 会津若松市立第四中 福島市立北信中 白河市立白河第二中 郡山市立郡山第六中

新妻　拓巳(3) 22.38 寳　将太(3) 22.85 齋藤　慧舟(3) 22.96 根本　寛大(3) 22.98 吉留　巧(3) 23.18 佐藤　武蔵(3) 23.27

いわき市立平第一中 ZC 南相馬市立原町第二中 白河市立白河第二中 郡山市立富田中 福島市立北信中 会津若松市立第四中

深谷　大輝(3) 51.07 大谷　泰基(3) 52.87 飯　亨介(3) 52.87 高橋　康之介(3) 52.98 箭内　気吹(3) 53.36 渡邉　悠斗(3) 54.60 菅野　陽向(3) 54.61 渡邉　虎雅(3) 55.73

いわき市立内郷第一中 ZC 白河市立白河中央中 郡山市立富田中 喜多方市立第二中 本宮市立本宮第一中 福島市立北信中 いわき市立中央台南中 鏡石町立鏡石中

渡邉　優典(3) 1:59.37 増子　風希(2) 2:01.28 國分　健太(3) 2:01.43 佐藤　真央(3) 2:01.80 渡邊　竣(3) 2:04.24 藤田　滉平(3) 2:05.85 国西　航太(3) 2:06.59

南相馬市立原町第一中 ZC 郡山市立富田中 郡山市立郡山第三中 猪苗代町立東中 郡山市立大槻中 いわき市立小名浜第一中 福島県立会津学鳳中

鈴木　陽向汰(1) 4:41.57 有馬　悠翔(1) 4:42.90 石井　慎人(1) 4:42.93 安濃　佑真(1) 4:44.56 安齋　陸久(1) 4:44.96 高浪　悠成(1) 4:45.35 平賀　大道(1) 4:49.48 国分　悠翔(1) 4:49.63

福島県立会津学鳳中 郡山市立緑ケ丘中 福島市立福島第四中 白河市立白河南中 二本松市立小浜中 いわき市立内郷第一中 矢吹町立矢吹中 会津若松市立第一中

新谷　倖生(3) 4:17.51 平賀　大貴(3) 4:18.19 長尾　修弥(3) 4:18.23 松田　脩(3) 4:18.61 谷中　晴(2) 4:20.14 新明　優太(2) 4:20.42 山口　千皓(2) 4:20.48 齋藤　一筋(2) 4:23.65

いわき市立四倉中 矢吹町立矢吹中 矢吹町立矢吹中 福島市立福島第一中 郡山市立郡山第七中 会津若松市立一箕中 会津若松市立第五中 浅川町立浅川中

大橋　清陽(3) 8:57.11 川田　聖真(3) 9:03.47 長尾　修弥(3) 9:11.81 白井　恒成(3) 9:12.33 松田　脩(3) 9:16.45 永峯　良祐(3) 9:23.36 谷中　晴(2) 9:26.44 新明　優太(2) 9:28.61

猪苗代町立猪苗代中 いわき市立中央台南中 矢吹町立矢吹中 会津美里町立高田中 福島市立福島第一中 会津若松市立第五中 郡山市立郡山第七中 会津若松市立一箕中

今西　亮太(3) 14.21 滝内　翔太(3) 14.86 佐久間　颯太(3) 15.11 臼井　亜聡(3) 15.13 菊地　孝輔(3) 15.45 紺野　奥翔(2) 15.79 松本　大輝(2) 16.10 阿部　里玖(3) 17.24

会津若松市立第四中 ZC いわき市立植田中 ZC いわき市立泉中 会津若松市立第三中 白河市立白河第二中 福島市立信陵中 いわき市立植田東中 福島市立野田中

平第一 44.89 福大附属 45.33 白河第二 45.76 北信 45.98 郡山第四 47.68 内郷第一 48.58 泉 48.65 喜多方第一 48.82

渋川　陽希(3) 村上　啓斗(3) 大竹　和真(2) 渡邉　悠斗(3) 木村　掴(1) 杉田　真仁(1) 目黒　素生(1) 中川　智弥(1)

新妻　拓巳(3) 大橋　暖(3) 齋藤　慧舟(3) 吉留　巧(3) 村上　晃太(2) 根本　悠矢(2) 大竹　遥人(1) 佐藤　亜以斗(2)

渡邉　浩平(3) 真壁　大知(2) 菊地　孝輔(3) 齋藤　柊輝(3) 泉谷　翔(2) 小池　遼樹(1) 水野　翔太(2) 雪　昊琳(1)

小野　遥翔(3) 早坂　拡(3) 小室　旬悟(1) 小野　海(3) 阿部　夢大(1) 田口　英新(2) 菅野　凌平(2) 大竹　翼(2)

二瓶　福真(3) 1m85 髙橋　光貴(2) 1m79 髙橋　郁弥(3) 1m79 湯田　健人(3) 1m76 下山田　陽登(3) 1m70 江尻　羚真(2) 1m70 髙田　寛(2) 1m65

いわき市立内郷第一中 ZC 白河市立白河中央中 いわき市立磐崎中 福島県立会津学鳳中 いわき市立植田中 いわき市立平第三中 福島市立信陵中

杉山　晴宣(2) 1m65

本宮市立本宮第二中

大竹　礼士(3) 4m10 本田　大和(3) 4m00 齋藤　陸都(2) 3m40 大竹　瑛叶(3) 3m20 齋藤　亮太(2) 3m00 円谷　悠太郎(2) 2m80 平野　竜太(3) 2m70 高橋　音亜(2) 2m60

会津若松市立第四中 ZC 二本松市立岩代中 ZC 福島市立福島第三中 会津若松市立河東学園中 福島市立信陵中 石川町立石川中 南会津町立南会津中 いわき市立平第二中

箭内　洸斗(2) 6m71(+4.9) 北條　太基(3) 6m50(+4.1) 関根　悠生(3) 6m48(+4.7) 高橋　琉功(3) 6m44(+4.7) 後藤　拓真(3) 6m39(+3.4) 曲山　純平(2) 6m07(+3.6) 末永　大晴(3) 6m03(+5.0) 五十嵐　愛斗(3) 6m01(+4.8)

田村市立船引中 公認記録なし 郡山市立郡山第六中 公認記録なし 石川義塾中 公認記録なし 会津若松市立第四中 公認記録なし 大玉村立大玉中 公認記録なし 福島大学附属中 公認記録なし いわき市立湯本第一中 公認記録なし いわき市立勿来第二中 公認記録なし

箭内　洸斗(2) 6m73(+2.0) 後藤　拓真(3) 6m65(+5.2) 北條　太基(3) 6m49(+3.3) 曲山　純平(2) 6m48(+4.3) 高橋　琉功(3) 6m45(+3.1) 関根　悠生(3) 6m44(+2.9) 五十嵐　愛斗(3) 6m02(+3.0) 末永　大晴(3) 5m95(+2.4)

田村市立船引中 ZC 大玉村立大玉中 公認記録なし 郡山市立郡山第六中 公認記録なし 福島大学附属中 公認記録なし 会津若松市立第四中 公認記録なし 石川義塾中 公認記録なし いわき市立勿来第二中 公認記録なし いわき市立湯本第一中 公認記録なし

渡邉　悠正(3) 13m01 平林　彩翔(3) 12m50 會田　王雅(3) 11m87 関根　和哉(3) 11m80 湯田　誠弥(3) 11m35 平野　愛大(3) 10m50 折笠　大輝(3) 10m39 佐藤　健辰(3) 10m27

南相馬市立原町第一中 ZC いわき市立磐崎中 白河市立白河中央中 本宮市立本宮第二中 南会津町立荒海中 喜多方市立第一中 いわき市立植田中 いわき市立平第三中

佐藤　唯(3) 2611点 小林　勇生(3) 2530点 菊地　孝輔(3) 2144点 菅野　大清(2) 1985点 松本　安友武(2) 1934点 福井　亜須磨(2) 1770点 小野　海(3) 1621点 市川　蓮(3) 1566点

白河市立白河中央中 GR,ZC いわき市立磐崎中 ZC 白河市立白河第二中 いわき市立内郷第一中 北塩原村立裏磐梯中 二本松市立岩代中 福島市立北信中 白河市立白河中央中

凡例  NM:記録なし P3:県中学記録 GR:大会記録 ZC:全国標準記録突破

第６５全日本中学校通信陸上競技福島大会兼第７４回国民体育大会予選会 【0】 
郡山ヒロセ開成山陸上競技場 【73120】 
2019/07/25 ～ 2019/07/26

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月25日
中学1年男子100m 

風：+0.8

7月26日
中学2年男子100m 

風：-4.1

7月26日
中学3年男子100m 

風：-2.5

7月25日
中学共通男子200m 

風：-0.7

7月26日 中学共通男子400m

7月26日 中学共通男子800m

7月26日 中学1年男子1500m

7月26日 中学2・3年男子1500m

7月25日 中学共通男子3000m

7月25日
中学共通男子
110mH(0.914m) 

風：+1.5

7月26日 中学男子4X100mR

7月26日 中学共通男子走高跳

7月25日 中学共通男子棒高跳

7月26日 中学共通男子走幅跳

7月26日 中学共通男子走幅跳(予選)

7月26日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

14.04(+0.1)-10m15

1m50-51.24

7月25日 
～26日

中学共通男子四種競技(男
子) 15.18(+0.1)-11m54

1m62-53.91

16.03(-1.8)-10m37

1m50-57.08

17.27(+0.1)-9m91

1m56-58.23

17.68(-1.8)-9m14

1m59-57.89

17.65(-1.8)-8m92

1m45-59.26

19.45(-1.8)-8m02

1m53-58.96

16.78(-1.8)-8m28

NM-56.60



ト ラ ッ ク 審 判 長 松村　賢剛

跳 躍 審 判 長 齋藤　一郎

投 て き 審 判 長 齋藤　一郎

混 成 審 判 長 松村　賢剛

招 集 所 審 判 長 石川　進一

記 録 主 任 円谷　和久

日付 種目

陣野　莉心(1) 13.16 三浦　真央香(1) 13.18 神山　沙羅(1) 13.22 幕田　瑞姫(1) 13.26 平山　乃蒼(1) 13.28 阿部　志乃(1) 13.39 芳賀　凜(1) 13.46 伊藤　友茄(1) 13.50

白河市立白河第二中 いわき市立植田東中 いわき市立植田中 福島市立福島第四中 郡山市立富田中 いわき市立平第一中 いわき市立泉中 郡山市立郡山第一中

谷口　紗菜(2) 12.59 深谷　瑞葵(2) 12.73 成田　朱里(2) 13.03 金森　愛(2) 13.26 佐久間　友愛(2) 13.47 佐藤　萌夏(2) 13.60 橋本　一凜(2) 13.61 小林　千紗(2) 13.83

福島市立福島第三中 いわき市立湯本第一中 須賀川市立須賀川第一中 いわき市立泉中 矢吹町立矢吹中 福島市立福島第一中 福島市立信陵中 会津若松市立第一中

長谷川　祐梨(3) 12.94 田中　凜葵(3) 13.06 橋本　羽奈(3) 13.07 穗積　美晴(3) 13.41 遠藤　愛唯(3) 13.50 寅磐　咲耶(3) 13.57 藤田　奈々花(3) 13.58 梅田　瑠菜(3) 13.59

いわき市立泉中 郡山市立郡山第一中 郡山市立郡山第四中 白河市立白河第二中 郡山市立郡山第四中 福島大学附属中 郡山市立富田中 南相馬市立原町第二中

谷口　紗菜(2) 25.06 金森　愛(2) 26.18 穗積　美晴(3) 26.33 藤田　奈々花(3) 26.52 武藤　彩花(2) 26.59 増子　はる菜(3) 26.62

福島市立福島第三中 P3,GR,ZC いわき市立泉中 白河市立白河第二中 郡山市立富田中 いわき市立泉中 郡山市立西田学園中

佐藤　美空(2) 2:17.29 市毛　智菜(3) 2:20.25 小川　陽愛(3) 2:20.37 岩崎　麻知子(3) 2:22.56 小野　真緒(3) 2:22.58 羽金　日陽(2) 2:26.54

福島市立福島第四中 会津若松市立第四中 会津若松市立第五中 天栄村立天栄中 いわき市立勿来第一中 会津若松市立第三中

三科　文(3) 4:40.45 田子　明花莉(2) 4:42.34 佐藤　美空(2) 4:46.16 井澤　裕佳(2) 4:51.20 須田　幸彩(3) 4:53.28 馬場　理奈(2) 4:54.01 羽金　日陽(2) 4:54.63 滝深　心咲(1) 4:55.04

西郷村立西郷第一中 石川町立石川中 福島市立福島第四中 矢吹町立矢吹中 天栄村立天栄中 会津若松市立第一中 会津若松市立第三中 棚倉町立棚倉中

塩田　葉那(3) 14.46 大野　愛佳(3) 14.77 寅磐　咲耶(3) 15.23 佐藤　凛(2) 15.62 阿部　杏郁(3) 15.97 高橋　優佳(3) 16.07 田仲　杏(2) 16.07 金澤　日南子(2) 16.24

白河市立白河中央中 GR,ZC 会津若松市立第四中 ZC 福島大学附属中 いわき市立泉中 福島市立福島第四中 郡山市立富田中 いわき市立中央台北中 白河市立白河第二中

泉Ａ 49.95 福島第三 50.98 白河中央 51.14 須賀川第一 52.54 植田 53.58 信陵 53.95 泉Ｂ 53.97

佐藤　凛(2) 今野　桃花(2) 佐藤　真悠子(2) 鈴木　亜月(1) 秋山　真実(2) 蒲倉　さくら(1) 水上　莉緒(1)

金森　愛(2) 木村　夏七葉(2) 吉田　桃子(3) 樽川　あき(2) 神山　沙羅(1) 橋本　一凜(2) 齊藤　彩七(2)

武藤　彩花(2) 平山　鈴菜(2) 青木　亜沙美(3) 星　優奈(1) 渡邉　結奈(1) 桑島　歩花(1) 芳賀　凜(1)

長谷川　祐梨(3) 谷口　紗菜(2) 塩田　葉那(3) 成田　朱里(2) 小野　ひなた(2) 小野　聡子(2) 岡田　海音(2)

三宅　花音(2) 1m66 福原　彩乃(3) 1m60 佐藤　遥(2) 1m54 小原　彩里(3) 1m54 小池　ゆあ(2) 1m48 大畑　璃々羽(2) 1m40

郡山市立郡山第四中 GR,ZC 会津若松市立河東学園中 ZC 郡山市立郡山第四中 会津若松市立第四中 会津坂下町立坂下中 伊達市立桃陵中

田中　美幸(3) 1m40

三春町立三春中

今野　桃花(2) 1m40

福島市立福島第三中

成田　朱里(2) 5m51(+1.8) 佐藤　菜々(3) 5m41(+0.7) 佐藤　萌夏(2) 5m22(+1.4) 佐久間　友愛(2) 5m14(+0.1) 二瓶　希帆(1) 5m08(+0.6) 佐藤　真優(2) 5m03(+1.9) 金成　智佳子(2) 4m96(+0.9) 加藤　玲奈(2) 4m86(+0.4)

須賀川市立須賀川第一中 ZC 福島大学附属中 福島市立福島第一中 矢吹町立矢吹中 福島市立野田中 福島市立福島第一中 福島市立福島第四中 福島市立松陵中

成田　朱里(2) 5m40(+1.4) 佐藤　菜々(3) 5m24(-2.4) 佐藤　萌夏(2) 5m15(+0.6) 佐藤　真優(2) 5m08(+2.0) 鈴木　沙和(3) 5m06(-1.1) 加藤　玲奈(2) 4m95(+0.9) 伊藤　優理(3) 4m94(+0.8) 金成　智佳子(2) 4m89(+1.2)

須賀川市立須賀川第一中 福島大学附属中 福島市立福島第一中 福島市立福島第一中 福島市立福島第四中 福島市立松陵中 桜の聖母学院中 福島市立福島第四中

片平　くるみ(3) 12m95 服部　美咲(3) 12m59 根本　穂波(3) 12m23 木戸　庵(2) 11m59 大内　凜(3) 11m51 門馬　穂乃華(2) 11m39 大内　陽南子(3) 11m36 新妻　悠(3) 10m48

福島市立信夫中 ZC 郡山市立西田学園中 ZC 小野町立小野中 石川町立石川中 郡山市立郡山第七中 二本松市立岩代中 いわき市立中央台南中 いわき市立磐崎中

服部　七渚(3) 1983点 鈴木　咲良(3) 1962点 高橋　菜々穂(3) 1907点 遠藤　あゆみ(3) 1868点 小野　ひなた(2) 1867点 立原　花瑠友(2) 1642点 半沢　瑠菜(2) 1623点 石井　里紗(3) 1606点

郡山市立郡山第七中 会津若松市立第一中 福島市立信陵中 喜多方市立第二中 いわき市立植田中 いわき市立内郷第一中 福島市立松陵中 会津若松市立第一中

凡例  NM:記録なし P3:県中学記録 GR:大会記録 ZC:全国標準記録突破

7月25日
中学1年女子100m 

風：+0.6

7月26日
中学2年女子100m 

風：-2.6

第６５全日本中学校通信陸上競技福島大会兼第７４回国民体育大会予選会 【0】 
郡山ヒロセ開成山陸上競技場 【73120】 
2019/07/25 ～ 2019/07/26

1位 2位 3位

7月26日
中学3年女子100m 

風：-4.1

7月25日
中学共通女子200m 

風：+0.4

7月26日 中学共通女子800m

7月26日 中学共通女子走高跳

7月26日 中学共通女子1500m

7月25日
中学共通女子
100mH(0.762m) 

風：+0.8

7月26日 中学女子4X100mR

7月25日 中学共通女子走幅跳

7月25日 共通女子走幅跳(予選)

7月25日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

6m38-29.43(-4.9)

17.26(-1.4)-1m39

9m86-31.31(-4.9)

7月25日 
～26日

中学共通女子四種競技(女
子) 17.74(-1.3)-1m42

7m92-29.49(-4.9) 7m40-30.75(-4.9)

18.85(-1.4)-1m30

6m06-29.26(-4.1)

18.90(-1.4)-1m33

7m35-31.07(-4.9)

17.23(-1.3)-1m25

9m28-29.81(-4.9)

17.66(-1.3)-1m36

8m79-30.87(-4.9)

16.88(-1.4)-1m33

4位 5位 6位 7位 8位

17.53(-1.3)-1m20



第６５全日本中学校通信陸上競技福島大会兼第７４回国民体育大会予選会 【0】 新・タイ記録一覧表
郡山ヒロセ開成山陸上競技場 【73120】 出力時刻 2019/07/26 16:10
2019/07/25 ～ 2019/07/26

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 7月25日 県中学記録 女 中学共通 200m 決　勝 1 1 25.06 +0.4m/s 谷口　紗菜(2) 福島市立福島第三中(福　島)

大会記録
2 7月25日 大会記録 女 中学共通 100mH(0.762m) 決　勝 1 1 14.46 +0.8m/s 塩田　葉那(3) 白河市立白河中央中(福　島)

3 7月26日 大会記録 女 中学共通 走高跳 決　勝 1 1 1m66 三宅　花音(2) 郡山市立郡山第四中(福　島)

4 7月25日～26日 大会記録 男 中学共通 四種競技(男子)  総合 --- --- 1 2611 佐藤　唯(3) 白河市立白河中央中(福　島)


