
ト ラ ッ ク 審 判 長 松村　賢剛
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日付 種目

小針　星砂(3) 11.67(0.0) 本多　遙流斗(3) 11.70(0.0) 氏家　威吹(2) 11.74(0.0) 鈴木　我空(3) 11.75(0.0) 依田　大雅(3) 12.05(-0.2) 遠藤　大騎(3) 12.10(0.0) 円谷　悠聖(3) 12.12(0.0) 児玉　圭佑(3) 12.29(0.0)
古殿 矢吹 船引 日和田 郡山第五 矢吹 石川 富田
押山　暖祈(1) 13.04(+0.1) 古川　稜(1) 13.30(+0.1) 上田　聖翔(1) 13.55(-0.4) 熊田　敬介(1) 13.57(-0.5) 長沢　勝希(1) 13.75(+0.1) 佐藤　隆ノ介(1) 13.87(+0.1) 見矢木　汰徠(1) 13.93(-0.4) 加藤　幹太(1) 13.99(-0.4)
富田 富田 白河南 郡山第一 郡山第三 郡山第三 大槻 富田
齋藤　日向(3) 4:26.76 大東　樹矢(2) 4:32.02 髙橋　恒大(3) 4:33.64 宍戸　稜空(3) 4:34.66 成田　光志(3) 4:36.21 鈴木　譲(1) 4:36.37 小針　蒼大(3) 4:37.41 眞舩　勝道(2) 4:37.87
郡山第三 船引 郡山第一 郡山第七 須賀川第一 石川義塾 三春 白河第二
小髙　優(3) 17.60(0.0) 根本　凌空(3) 17.61(0.0) 紺野　誠也(2) 19.68(0.0) 二瓶　絢亘(2) 20.18(0.0) 山野　悠生(3) 20.19(0.0) 鈴木　優大(3) 20.31(0.0) 齋藤　昊太(2) 20.55(0.0)
白河第二 石川 行健 白河第二 船引 矢祭 白河第二

鴫原　結人(2) 20.31(0.0)
安積第二

鈴木　響(3) 1m66 草野　悠(3) 1m63 長尾　一輝(3) 1m60 渡辺　瑞樹(3) 1m45
郡山第七 矢吹 郡山第五 須賀川第一
小沼　佑介(3) 6m04(-0.1) 髙嶋　悠太(3) 5m65(-0.3) 菅野　智仁(3) 5m59(-0.6) 鈴木　智也(3) 5m39(-0.5) 樋口　大也(3) 5m12(+0.4) 戸井田　光海(2) 5m11(-0.3) 飯村　葵心(2) 5m09(-0.4) 吾妻　尚哉(2) 5m07(-0.4)
矢吹 郡山第七 行健 白河中央 郡山第六 塙 郡山第一 鏡石
酒井　佑真(3) 12m65 千葉　陽希(2) 10m37 舘　諒弥(3) 10m37 佐久間　大翔(3) 10m14 猪狩　成正(2) 8m50 宗形　快(2) 7m54 栗村　颯汰(2) 6m83 鈴木　康資(2) 6m61
古殿 郡山第四 ひらた清風 郡山第五 富田 郡山第四 郡山第七 船引
大内　颯(3) 17.70(-1.5) 鈴木　悠真(3) 17.78(-1.9) 飯村　葵心(2) 17.80(-1.5) 長谷川　桜介(3) 18.26(-1.9) 圓谷　わたる(2) 18.36(-1.9) 小髙　優(3) 18.38(-1.5) 秋元　琉偉(3) 18.63(-1.5) 大山　咲(3) 18.88(-1.5)
郡山第七 郡山第五 郡山第一 郡山第一 鏡石 白河第二 船引 船引
佐治　望未(3) 13.31(-1.6) 石川　倖羽(1) 13.52(-1.6) 森田　遥(3) 13.89(-1.6) 星　凛奈(3) 14.10(-1.6) 大場　璃奈(3) 14.19(-1.6) 遠山　瑚音(3) 14.27(-1.2) 武藤　陽和(3) 14.31(-2.4)
矢吹 白河中央 白河中央 郡山第七 矢吹 大槻 郡山第四

矢澤　果弥(3) 14.19(-1.6)
郡山第一

藤井　史織(1) 13.95(-0.6) 小白井　優美花(1) 14.58(-0.6) 冨田　真帆(1) 14.87(-0.6) 松本　華帆(1) 14.95(+0.3) 吉田　寧来(1) 15.01(+0.3) 渡邊　日向(1) 15.29(-0.6) 堀越　心海(1) 15.53(+0.3) 水谷　陽香(1) 15.56(+0.3)
鏡石 白河第二 白河第二 富田 安積第二 船引 船引 郡山第一
木戸　望乃実(3) 4:56.39 関根　くるみ(3) 5:04.56 大竹　彩音(2) 5:05.52 真舟　琴美(2) 5:05.59 箭内　美々(2) 5:05.66 菅野　葵生(2) 5:05.70 小野寺　佳音(2) 5:07.95 杉谷　奈都姫(3) 5:11.37
石川 船引 西郷第一 鏡石 船引 船引 三春 白河中央
箭内　汐音(3) 16.59(0.0) 鈴木　沙菜(3) 18.32(0.0) 伊藤　愛華(2) 18.68(0.0) 佐藤　未翔(3) 19.17(0.0) 植村　華純(2) 19.47(0.0) 矢内　結(1) 19.79(0.0) 齋藤　凜(2) 20.06(0.0) 本田　彩貴(2) 20.09(0.0)
船引 安積第二 富田 郡山第四 郡山第七 白河第二 西郷第一 西郷第一
竹俣　夏帆(2) 1m40 大河原　碧(3) 1m30 齋藤　羽菜(2) 1m30 紺野　梨夢(3) 1m20
郡山第七 鏡石 西郷第一 緑ケ丘
吉田　桃采(3) 1m40
ひらた清風
中島　愛莉(3) 4m44(+1.8) 鈴木　希空(3) 4m34(-0.6) 石黒　希音(3) 4m28(+1.6) 高橋　心優(2) 4m20(+0.9) 森田　千夏(3) 4m16(+1.4) 小檜山　里奈(3) 4m05(+1.5) 田口　美羽(2) 3m97(+1.5) 清野　莉央(2) 3m90(+1.4)
郡山第四 郡山第一 塙 郡山第三 白河中央 鏡石 富田 ひらた清風
齋藤　悠未(3) 9m60 齋藤　沙薗(3) 7m76 伊藤　舞桜(2) 6m95 野土谷　咲希(2) 5m83 近藤　那美(2) 5m62
郡山第一 郡山第七 安積第二 西郷第一 安積第二
戸田　茅里(3) 20.26(-2.4) 時田　桜子(3) 20.91(-1.9) 過足　結(3) 21.01(-1.9) 佐久間　優衣(2) 21.19(-1.9) 鈴木　沙菜(3) 21.39(-2.4) 外川　由莉(2) 22.08(-1.9) 橋本　有未(3) 22.19(-2.4) 齋藤　菜穂(2) 22.73(-1.9)
白河第二 緑ケ丘 郡山第一 船引 安積第二 郡山第五 鏡石 郡山第三

凡例 

中学男子1500m

2022県中県南中学校陸上競技記録会 【22073701】 
郡山ヒロセ開成山陸上競技場 【73120】 
2022/05/01 ～ 2022/05/01

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

5月1日 中学男子110mH

5月1日 中学男子走高跳

8位

5月1日 中学男子100m

5月1日 中学1年男子100m

5月1日

5月1日 中学女子100m

5月1日 中学1年女子100m

5月1日 中学男子走幅跳

5月1日 中学男子砲丸投(5.000kg)

5月1日
中学男子150m

（非公認）

5月1日 中学女子1500m

5月1日 中学女子100mH

5月1日 中学女子走高跳

5月1日 中学女子走幅跳

5月1日 中学女子砲丸投(2.721kg)

5月1日
中学女子150m

（非公認）


