
第６３回郡山市中体連陸上競技大会兼県大会予選会 【21074004】 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 2021/05/13 14:59
2021/05/12 ～ 2021/05/13

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12日 大会記録 男 中学共通 走高跳 決　勝 1 1 1m87 鈴木　斗大(3) 大槻(福　島)
2 5月13日 大会記録 男 中学共通 走幅跳 決　勝 1 1 6m36 +1.9m/s 木村　凪冴(3) 郡山第三(福　島)



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 齋藤一郎

記 録 主 任 本田範子

日付 種目

飯村　葵心(1) 13.01 遊佐　一平(1) 13.50 清野　照朗(1) 13.73 川田　琉生(1) 13.82 難波　孝次郎(1) 13.85 喜多見　怜(1) 13.86 渡部　舜裕(1) 13.89 橋本　秀虎(1) 13.89

郡山第一 安積第二 熱海 郡山第四 郡山第五 行健 郡山第三 明健

大塚　要介(2) 12.42 藤原　凜太朗(2) 12.70 鈴木　我空(2) 12.82 依田　大雅(2) 12.90 髙橋　恒大(2) 12.97 大内　颯(2) 12.98 佐藤　勇誠(2) 13.02 諸根　優磨(2) 13.15

富田 郡山第二 日和田 郡山第五 郡山第一 郡山第七 安積 安積第二

村元　優(3) 11.79 滝田　海翔(3) 12.04 古内　侑悟(3) 12.16 菊地　駿介(3) 12.22 桑村　晃平(3) 12.41 佐藤　空舞(3) 12.48 佐藤　碧(3) 12.53 蓮田　翔空(3) 12.59

郡山第一 郡山第七 明健 富田 郡山第三 郡山第五 喜久田 小原田

高水　明(3) 24.22 遠藤　琢磨(3) 24.28 遠藤　温仁(3) 25.02 伊藤　倫太郎(3) 25.51 芳賀　亮太(3) 25.89 新林　昂大(3) 26.00 鈴木　悠真(2) 26.45 吉田　武晃(3) 27.05

富田 郡山第一 郡山第一 守山 高瀬 郡山第七 郡山第五 行健

渡部　桜哉(3) 53.00 佐藤　陸斗(3) 54.35 後藤　俊文(3) 54.37 柳沼　詩音(3) 55.81 菅野　唯斗(3) 56.28 栁沼　有志(3) 57.01 近内　快成(3) 59.77 鈴木　翔太郎(3) 1:00.09

富田 郡山第一 郡山第五 郡山第七 緑ケ丘 守山 小原田 安積第二

渡邊　晄月(3) 2:07.21 安田　颯太(3) 2:11.86 小林　祐平(2) 2:15.47 遠山　優真(3) 2:17.39 伊藤　雄大郎(3) 2:19.02 大藤　龍和(3) 2:21.28 北原　悠悟(3) 2:22.09 鈴木　徳真(2) 2:22.53

郡山第一 富田 郡山第五 郡山第七 西田学園 行健 守山 郡山第二

門馬　陸人(1) 4:59.21 菅野　圭史(1) 5:04.85 安部　聡助(1) 5:05.30 山口　生真(1) 5:05.47 井戸川　幸永(1) 5:07.34 安田　龍喜(1) 5:16.78 三部　蒼太(1) 5:18.29 大越　晴琉(1) 5:20.98

安積 守山 郡山第七 明健 郡山第二 郡山第七 安積 小原田

有馬　悠翔(3) 4:10.22 髙橋　晴之(3) 4:22.64 横田　隼人(2) 4:22.67 遠藤　瑚拍(3) 4:31.95 木村　海都(2) 4:35.11 菅野　優(3) 4:38.33 溝井　乗孝(3) 4:38.40 橋本　航生(2) 4:39.44

緑ケ丘 郡山第三 安積 郡山第一 行健 小原田 郡山第一 郡山第二

伊藤　海遥(2) 9:16.80 渡部　生吹(2) 9:35.19 宍戸　翼(3) 9:39.38 齋藤　日向(2) 9:39.63 村越　柊哉(3) 9:42.42 菊池　真央(3) 9:56.15 橋本　和樹(3) 9:59.67 山口　聡(3) 10:01.09

郡山第一 郡山第一 郡山第七 郡山第三 安積 大槻 郡山第二 明健

齋藤　蒼空(2) 16.66 渡部　舜(3) 16.81 竹田　輝(3) 17.86 増田　隼也(3) 18.68 増子　圭斗(3) 20.29

郡山第七 郡山第五 郡山第一 郡山第二 郡山第二

郡山第一 49.89 郡山第五 50.53 富田 51.28 小原田 51.70 熱海 52.81 郡山第二 53.69

田邉　義敬(1) 難波　孝次郎(1) 松崎　宏亮(1) 佐藤　潤実(1) 安保木　蓮(2) 加藤　謙二朗(1)

髙橋　恒大(2) 長尾　一輝(2) 児玉　圭佑(2) 前野　優稀斗(2) 山中　宏斗(2) 藤原　凜太朗(2)

橘内　俊樹(2) 小林　祐平(2) 佐藤　圭太(1) 渡辺　宇宙(2) 佐藤　光(1) 伊藤　甲晴(1)

飯村　葵心(1) 八巻　凪(1) 白石　大登(2) 津守　隆成(1) 清野　照朗(1) 林　裕希(2)

富田 45.60 郡山第一 46.21 郡山第五 46.84 守山 47.99 小原田 48.04 明健 48.96 郡山第六 49.46 郡山第七 50.87

大熊　一輝(3) 遠藤　温仁(3) 後藤　俊文(3) 栁沼　有志(3) 佐藤　隆二(3) 古内　颯悟(3) 山川　颯大(3) 新林　昂大(3)

渡部　桜哉(3) 村元　優(3) 佐藤　空舞(3) 伊藤　倫太郎(3) 近内　快成(3) 古内　侑悟(3) 岡田　健汰(3) 滝田　海翔(3)

菊地　駿介(3) 佐藤　陸斗(3) 鈴木　悠真(2) 松岡　優也(3) 菅野　優(3) 大森　隼斗(2) 木野　悠司(3) 柳沼　詩音(3)

大塚　要介(2) 遠藤　琢磨(3) 依田　大雅(2) 栁沼　洸成(3) 蓮田　翔空(3) 清野　叶多(3) 古川　奨弥(3) 井出　希(3)

鈴木　斗大(3) 1m87 長尾　一輝(2) 1m55 鈴木　響(2) 1m50 富田　馨文(3) 1m45

大槻 GR 郡山第五 郡山第七 郡山第二

木村　凪冴(3) 6m36(+1.9) 橋本　直也(3) 6m17(+2.8) 渡邊　善文(3) 5m69(+2.4) 大泉　志陽(3) 5m65(+2.5) 栁沼　洸成(3) 5m35(+4.4) 髙嶋　悠太(2) 5m21(+3.6) 上原　威吹(3) 5m20(+3.2) 古川　奨弥(3) 5m08(+2.0)

郡山第三 GR 郡山第四 公認5m97(+1.9) 富田 公認5m51(+1.6) 郡山ザベリオ 公認5m56(+1.7) 守山 公認記録なし 郡山第七 公認5m16(+1.5) 郡山第二 公認5m12(+2.0) 郡山第六

國分　夏(3) 9m78 七海　翔斗(3) 9m28 木村　掴(3) 8m76 佐久間　大翔(2) 8m38 菅家　豪(3) 8m35 矢吹　慶祐(3) 7m35 並木　悠倭(3) 7m19 石井　正悟(3) 7m05

三穂田 西田学園 郡山第四 郡山第五 守山 大槻 守山 大槻

井出　希(3) 2092点 山中　宏太(3) 1769点

郡山第七 熱海

17.02(+1.0)-9m57

1m65-57.40

5月12日
～13日

中学共通男子四種競技(男
子) 17.10(+1.0)-7m54

1m35-56.69

5月12日 中学共通男子走高跳

5月13日 中学共通男子走幅跳

5月13日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

5月13日
中学共通男子
110mH(0.914m)

風：-3.1

5月13日 中学1・2年男子4X100mR

5月13日 中学共通男子4X100mR

5月13日 中学1年男子1500m

5月13日 中学2・3年男子1500m

5月13日 中学共通男子3000m

5月13日
中学共通男子200m

風：-3.9

5月13日 中学共通男子400m

5月13日 中学共通男子800m

8位

5月13日
中学1年男子100m

風：-3.7

5月13日
中学2年男子100m

風：-3.8

5月12日
中学3年男子100m

風：-0.8

第６３回郡山市中体連陸上競技大会兼県大会予選会 【21074004】
郡山ヒロセ開成山陸上競技場 【73120】
2021/05/12 ～ 2021/05/13

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



萩原　沙季(1) 14.46 力丸　汐音(1) 14.52 伊坂　菜花(1) 14.76 影山　奈々(1) 14.77 鈴木　文音(1) 14.84 髙橋　南帆(1) 14.86 岡部　悠那(1) 15.18 岡本　明夏(1) 15.31

郡山第二 大槻 郡山第二 郡山第四 郡山第七 郡山第五 安積第二 明健

矢澤　果弥(2) 14.05 先﨑　りおな(2) 14.17 過足　結(2) 14.29 星　凛奈(2) 14.49 佐藤　美南(2) 14.62 佐藤　優羽(2) 14.65 本田　祐香(2) 14.70 武藤　陽和(2) 15.00

郡山第一 郡山第四 郡山第一 郡山第七 富田 逢瀬 郡山第二 郡山第四

阿部　朋香(3) 13.48 松岡　琴乃(3) 13.69 古川　明花(3) 13.84 加茂　心結(3) 13.94 平山　乃蒼(3) 14.05 伊藤　友茄(3) 14.19 山川　真央(3) 14.30 森岡　羽菫(3) 14.35

明健 郡山第三 小原田 郡山第六 富田 郡山第一 行健 富田

小野　莉瑚(2) 27.66 鎌倉　和奏(3) 28.94 江川　奈々(3) 29.02 高﨑　心温(3) 29.48 杉原　知波(2) 29.54 櫻田　歩未(3) 30.16 堀越　心桜(3) 30.41 松本　栞奈(3) 30.81

富田 郡山第三 郡山第一 郡山第一 安積第二 大槻 行健 行健

齋藤　莉穂(3) 2:28.55 安住　乃茜(2) 2:29.16 吉田　琉那(3) 2:29.16 江藤　美遊(3) 2:32.47 遠藤　もも(2) 2:35.68 山本　雪乃(2) 2:36.75 近内　琉海(2) 2:38.82 岡部　真歩(3) 2:39.55

郡山第三 郡山第四 郡山第三 安積 行健 郡山第一 守山 郡山第七

小林　亜彩(1) 5:25.05 引地　凜(1) 5:26.16 野村　水希(1) 5:42.47 猪越　有真(1) 5:48.25 小室　碧(1) 5:48.66 鈴木　花(1) 5:48.67 善方　奏(1) 5:50.87 工藤　楓奈(1) 5:50.93

郡山第二 安積 郡山第三 片平 小原田 三穂田 大槻 小原田

吉村　栞(3) 5:10.71 大野　さくら(2) 5:14.78 小山　姫奈(2) 5:16.04 小黒　陽菜(3) 5:16.74 野地　ゆかり(2) 5:16.78 藤宮　遥香(3) 5:21.74 佐藤　栞南(3) 5:24.06 齋藤　有里(3) 5:28.35

郡山第三 郡山第一 郡山第七 郡山第一 喜久田 大槻 安積 逢瀬

阿部　寧々(3) 18.01 瀬尾　愛実(3) 18.08 古川　澪李(3) 18.11 佐藤　未翔(2) 18.57 鈴木　沙菜(2) 18.62 芳賀　美海(3) 19.66 松﨑　愛子(3) 20.10 遠藤　美優(1) 21.63

富田 郡山第一 郡山第七 郡山第四 安積第二 郡山第六 宮城 郡山第二

郡山第一 55.40 郡山第二 56.34 郡山第七 56.83 安積第二 57.17 小原田 57.52 富田 58.04

鈴木　希空(2) 本田　祐香(2) 竹俣　夏帆(1) 岡部　悠那(1) 橋本　侑楽(2) 眞島　沙帆(2)

樽川　愛生(1) 伊坂　菜花(1) 鈴木　文音(1) 宗像　美空(2) 大原　寧々(2) 国分　葵(1)

吉田　悠花(1) 萩原　沙季(1) 菅野　仁音(2) 星　未奈美(2) 鈴木　いろは(1) 坂本　愛果(1)

矢澤　果弥(2) 樋川　美星(2) 星　凛奈(2) 関　萌花(1) 佐藤　悠希(1) 佐々木　里桜(2)

富田 52.64 郡山第一 53.08 郡山第三 54.31 小原田 54.79 行健 55.08 郡山第六 55.21 郡山第四 55.58 安積第二 56.31

森岡　羽菫(3) 折笠　優羽(2) 齋藤　愛華(1) 夏井　明日菜(3) 松本　栞奈(3) 橋本　來実(3) 佐藤　未翔(2) 杉原　知波(2)

平山　乃蒼(3) 高﨑　心温(3) 鎌倉　和奏(3) 古川　明花(3) 堀越　心桜(3) 加茂　心結(3) 武藤　陽和(2) 大山　優奈(3)

佐藤　美南(2) 江川　奈々(3) 大山　愛莉(3) 柄澤　恵恋(3) 久保木　結心(3) 七見　陽菜(2) 安住　乃茜(2) 鈴木　沙菜(2)

小野　莉瑚(2) 伊藤　友茄(3) 松岡　琴乃(3) 錦　爽加(3) 山川　真央(3) 芳賀　美海(3) 中島　愛莉(2) 吉田　夏奈(3)

国島　夏稀(3) 1m35 紺野　梨夢(2) 1m25 岡田　蒼唯(3) 1m20 松井　さくら(2) 1m20

安積第二 緑ケ丘 富田 三穂田

米山　琴葉(2) 1m20

郡山第二

新田　未悠(3) 4m59(+3.1) 鈴木　希空(2) 4m42(+0.9) 大山　優奈(3) 4m36(+2.7) 髙橋　ゆめか(3) 4m24(+1.8) 八島　瑠月(3) 4m18(+2.5) 上野　彩美(3) 4m12(+1.2) 髙田　菜央(3) 4m03(+1.0) 柄澤　恵恋(3) 4m02(+1.5)

郡山第一 公認4m39(+1.6) 郡山第一 安積第二 公認4m22(-0.2) 郡山第五 県立聴覚支援 公認4m04(0.0) 小原田 守山 小原田

齋藤　悠未(2) 10m15 鈴木　那奈(3) 8m35 富塚　優加(3) 8m06 添田　愛(3) 8m02 遠藤　乃亜(3) 8m00 折笠　優羽(2) 7m21 酒井　喜愛(3) 6m88 宗形　舞優(3) 6m76

郡山第一 御舘 片平 熱海 県立聴覚支援 郡山第一 安積第二 湖南

亀山　ひかり(3) 1755点 清水　愛美理(2) 1735点 橋本　美咲(2) 1011点

郡山第五 郡山第四 湖南

凡例  GR:大会記録

18.48(+0.4)-1m35

6m88-29.63(-2.2)

23.11(+0.4)-1m20

7m05-33.52(-2.2)

5月12日 中学共通女子走幅跳

5月12日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

17.89(+0.4)-1m35

7m89-31.17(-2.2)

5月12日
～13日

中学共通女子四種競技(女
子)

5月13日 中学共通女子4X100mR

5月13日 中学共通女子走高跳

5月13日 中学2・3年女子1500m

5月13日
中学共通女子
100mH(0.762m)

風：-2.4

5月13日 中学1・2年女子4X100mR

5月13日
中学共通女子200m

風：-3.4

5月13日 中学共通女子800m

5月13日 中学1年女子1500m

5月13日
中学1年女子100m

風：-3.2

5月13日
中学2年女子100m

風：-3.0

5月12日
中学3年女子100m

風：-1.6


